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AWSAppSync特徴

AWS AppSync の概要
AWSAppSync開発者は、安全でサーバーレスで高性能なGraphQLとPub/Sub APIを使用して、アプリケー
ションとサービスをデータやイベントに接続できます。AWSAppSync次の操作を実行できます。

• 1 つの GraphQL API エンドポイントから 1 つ以上のデータソースのデータにアクセスする。
• 複数のソース GraphQL API を 1 つの統合された GraphQL API に結合します。
• リアルタイムのデータ更新をアプリケーションに公開します。
• 組み込みのセキュリティ、監視、ロギング、トレースを活用し、オプションのキャッシュ機能でレイテ

ンシーを低く抑えます。
• API リクエストと配信されたリアルタイムメッセージに対してのみお支払いいただきます。

トピック
• AWSAppSync特徴 (p. 1)
• AWS AppSync を初めてお使いになる方向けの情報 (p. 1)
• 関連サービス (p. 2)
• AWS AppSync の料金 (p. 2)

AWSAppSync特徴
• GraphQL によるシンプルなデータアクセスとクエリ
• GraphQL サブスクリプションと pub/subWebSockets チャンネル用のサーバーレス
• サーバー側のキャッシュにより、データを高速のインメモリキャッシュで利用できるようになり、待ち

時間が短くなります
• JavaScriptTypeScriptおよびビジネスロジック作成のサポート
• API へのアクセスと統合を制限するプライベート API によるエンタープライズセキュリティAWS WAF
• API キー、IAM、Amazon Cognito、OpenID Connect プロバイダー、カスタムロジック用の Lambda 認

証をサポートする組み込み認証コントロールがあります。

これらの各機能の詳細については、「AWSAppSync機能」を参照してください。

AWS AppSync を初めてお使いになる方向けの情報
AWS AppSync を初めて使用する方には、以下のセクションを初めに読むことをお勧めします。

• GraphQL に慣れていない場合は、「」を参照してくださいの開始方法 (p. 3)。
• GraphQL API を使用するアプリケーションを構築する場合は、「クライアントアプリケーションの構

築 (p. 71)」および「 リアルタイムデータ (p. 231)」を参照してください。
• GraphQL リゾルバーの情報については、「」を参照してください。

JavaScript/TypeScript
• リゾルバーチュートリアル (JavaScript)
• リゾルバーリファレンス (JavaScript)

VTL
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• リゾルバーチュートリアル (VTL)
• VTL のリゾルバーマッピングテンプレートリファレンス (p. 450)

• AWS AppSyncサンプルプロジェクトやアップデートなどをお探しの場合は、AppSyncブログをご覧くだ
さい。

関連サービス
ウェブアプリやモバイルアプリをゼロから構築する場合は、AWS Amplify の使用を検討してください。レ
バレッジのAmplifyAWS AppSync およびその他の AWS サービスは、より少ない作業で、より堅牢で強力
なウェブおよびモバイルアプリを構築するのに役立ちます。上手く活用してください。

AWS AppSync の料金
AWS AppSync は、何百万ものリクエストとアップデートに基づいて料金設定されています。キャッシュ
には追加料金がかかります。詳細については、「AWS AppSync 料金表」を参照してください。

一般的な AWS AppSync の料金体系の例外を次に示します。

• AWS AppSync での API のキャッシュは AWS無料利用枠 の対象ではありません。
• 認証および承認失敗でリクエストに課金されることはありません。
• API キーを必要とするメソッドを呼び出す場合、API キーが不足しているまたは無効であれば、課金さ

れません。
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の開始方法
このセクションでは、AWSAppSyncコンソールを使用して以下の操作を行う方法について説明します。

• サンプルイベントアプリスキーマを起動する
• DynamoDB データソースを自動的にプロビジョニングし、リゾルバーを接続する
• GraphQL クエリとミューテーションを記述する
• サンプルアプリで API を使用する

AppSyncの開始方法 (GraphQL (p. 62) を初めて使用する方法)AppSync の開始方法 また、既存
の Amazon DynamoDB テーブルからインポート、リアルタイムのオフライン GraphQL API を作
成 (p. 67)したり、既存のスキーマがあるかどうかに関係なくバックエンド全体を構築 (p. 63)したり
することができます。

新規に GraphQLAWSAppSync スキーマを記述してを開始することもできます。この場合、プロビジョン
とデータベースへの接続を自動的に行えます。詳細については、「スキーマの設計 (p. 11)」を参照して
ください。

トピック
• はじめてのGraphQL APIを起動 (p. 3)

はじめてのGraphQL APIを起動
このセクションでは、AWSAppSyncコンソールを使用して GraphQL API を設定および起動する方法を説
明します。 AWSAppSyncには GraphQL またはを初めて使用するyユーザーにお勧めのガイド付きスキー
マ作成ウィザードが用意されていますAWSAppSync。また、既存の Amazon DynamoDB テーブルからイ
ンポート、リアルタイムのオフライン GraphQL API を作成したり、既存のスキーマがあるかどうかに関係
なくバックエンド全体を構築したりすることができます。

スキーマを起動する
AWSAppSyncこのウィザードでは、Amazon DynamoDB テーブルを基盤とするモデルを定義するスキーマ
を使用して API を作成できます。

この例では、ユーザーが「タスクを終了」や「食料品を受け取る」などの Todo アイテムを作成できる 
Todo API を作成します。この API は、状態が DynamoDB テーブルに保持されている GraphQL オペレー
ションの使用方法のデモを示します。

スタートするには、スキーマを定義してプロビジョニングする必要があります。

API を作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。
2. ダッシュボードで、[API の作成] を選択します。
3. GraphQL API を選択した状態で、「空の API を作成する」を選択します。続いて、[Next (次へ)] を選

択します。
4. [API 名] に「」と入力しTodo API、[次へ] を選択します。
5. GraphQL リソースを指定するには、次の操作を行います。

3
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a. 「DynamoDB テーブルを基にしたタイプを今すぐ作成」を選択してください。
b. [モデル名] に、と入力しますTodo。
c. フィールドでは、以下の操作を行います。

i. という名前のフィールドを作成しid、タイプをID、必須をに設定しますYes。
ii. 、、namewhen、whereという名前のフィールドを 4 つ追加作成しますdescription。これ

らを「type」String に設定し、「必須」に設定しますNo。
d. モデルテーブルを設定するには、などのテーブル名を入力しますTodoAPITable。主キーをに設

定しますid。
e. [Next] (次へ) を選択します。

6. 変更を確認して、[API を作成] を選択します。

GraphQL API、スキーマ、および DynamoDB データソースを作成しました。API を使用する準備ができま
した。

GraphQL ミューテーションを含むデータの追加
次のステップは、GraphQL ミューテーションを使用してデータを追加することです。AWSAppSyncコン
ソールで、左側の [Queries] タブを選択します。関数が動作するのと同じように、mutation キーワードを
使用して適切な引数を渡してデータを追加します。中括弧内にフィールドを配置することによって、レス
ポンスで返すデータの種類を選択することもできます。

開始するには、次の内容をクエリエディタにコピーして貼り付け、[実行] を選択します。

mutation add { 
  createTodo(input: { 
    name: "My first GraphQL task", 
    where: "Day 1", 
    when: "Friday night", 
    description: "Learn more about GraphQL" 
    }) { 
        id 
        name 
        where 
        when 
        description 
  }
}

GraphQL エンジンがレコードを解析し、データソースに接続されているリゾルバーが Amazon 
DynamoDB テーブルに挿入します。これは DynamoDB コンソールで確認できます。Id を渡す必要がな
いことに注意してください。ID が生成され、中括弧で囲まれた結果に返されます。ベストプラクティス
として、このサンプルデモは、DynamoDB リソースに設定されているパーティションキーに GraphQL 
リゾルバーの autoId () 関数を使用します。返された ID 値を書き留めておきます。次のセクションで
は、GraphQL クエリでデータを取得するときに使用します。

GraphQL クエリを使用してデータを取得する
これで、データベースにレコードがあるので、クエリを実行すると結果が返されます。GraphQL の主な利
点の 1 つは、クエリでアプリケーションの正確なデータ要件を指定できることです。この例では、中括弧
の中にいくつかのフィールドだけを追加し、id 引数をに渡してgetTodo()、[実行] を選択します。

query get { 
    getTodo(id:"XXXXXX-XXXX-XXXXXXX-XXXX-XXXXXXXXX"){ 
        name 
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        where 
        description 
    }
}

クエリは、指定したフィールドのみを返します。

また、以下のようにすべてのタスクを一覧表示してみることもできます。

query getAllTodos { 
    listTodos{ 
        items{ 
            id 
            name 
            when 
        } 
    }
}

このクエリの例では、入れ子になった型が表示され、getAllTodosクエリにわかりやすい名前が付けられ
ています。この名前はオプションです。追加または削除を試して、クエリを再実行します。

アプリケーションの実行
API が動作するようになったので、クライアントアプリケーションを使用して API を操作できます。開始
するには、に進んでくださいクライアントアプリケーションの構築 (p. 71)。それ以外の場合は、次のセ
クションで残りのオプションについて説明します。

コンソール演習を表示する
スキーマがデプロイされて、リソースがプロビジョニングされたら、AWSAppSyncコンソールで 
GraphQL API を使用できます。最初に表示されるページは [クエリ] で、基本的なクエリとミューテーショ
ンが含まれています。

スキーマデザイナー
コンソールのナビゲーションペインで、[スキーマ] を選択し、デザイナーを表示します。デザイナーはサ
ンプルの Todo スキーマをロードしています。コードエディタには、独自のアプリを記述するときに使用
できるリンティングとエラーチェックの機能があります。

コンソールの右側には、作成された GraphQL 型と、クエリなどの別の最上位の型におけるリゾルバーが
表示されます。スキーマに新しい型を追加する場合 (例:type User {...})、DynamoDBAWSAppSync 
リソースをプロビジョニングできます。これらには、適切なプライマリキー、ソートキー、およびイ
ンデックス設計が含まれ、GraphQL データアクセスパターンに最も一致します。上部にある [Create 
Resources (リソースの作成)] を選択し、メニューからいずれかのユーザー定義タイプを選択すると、ス
キーマ設計でさまざまなフィールドオプションを選択できます。ここでは何も選択しないでください。た
だし、後でスキーマを設計 (p. 11)するときに実行します。

リゾルバー構成
スキーマデザイナーの右側で、フィールドの横にある リゾルバーのいずれかを選択します。新しいペー
ジが開きます。このページには、リゾルバーに設定されているデータソース (コンソールの「データソー
ス」タブに完全なリストがあります) が表示されます。サンプルマッピングテンプレートは一般的ユース
ケースに対して用意されています。また、GraphQL リクエストからの引数の解析、クライアントへのペー
ジネーショントークン応答、AmazonOpenSearch Service へのカスタムクエリメッセージなどのカスタム
ロジックを設定することもできます。
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関数とデータソース
メインナビゲーションで、[関数] を選択します。関数とそれらがアタッチされているデータソースが一
覧表示されます。関数はデータソースに対して実行できる 1 つのオペレーションです。サンプルスキー
マで先ほど示したリゾルバーはユニットリゾルバーと呼ばれます。これらのリゾルバーはデータソース
に直接アタッチされています。GraphQL フィールドに対して順番に実行される 1 つ以上の関数を含むパ
イプラインリゾルバーを作成することもできます。パイプラインリゾルバーを使用すると、1 つのネッ
トワークリクエストで 1 つ以上のデータソースに対してオペレーションを実行できます。異なるリゾル
バー間でロジックを再利用できるほか、承認やデータ集計などのさまざまなユースケースに合わせて 1 
つのリゾルバー内で異なる/同じデータソースを使用できます。詳細については、「パイプラインリゾル
バー (p. 57)」を参照してください。

設定
[設定] タブでは、API 用の承認方法を設定できます。これらのオプションの詳細については、「セキュリ
ティ (p. 297)」を参照してください。

注意: API_KEY デフォルト認証モードでは、API キーを使用して、アプリケーションをテストします。た
だし、本稼働環境の GraphQL API では、強力な認証モード (Amazon Cognito ID またはユーザープールを
使う AWS Identity and Access Management など) のいずれかを使用する必要があります。詳細について
は、「セキュリティ (p. 297)」を参照してください。

Integration
[統合] ページでは、API を設定するためのステップが説明され、クライアントアプリケーションを作成す
るための次のステップが記載されています。この情報を見つけるには、AWSAppSyncAWSAppSyncコン
ソールの左側のナビゲーションペインでアプリの名前を選択します。開始方法ペインで、アプリとの統
合というセクションを見つけます。このページでは、AWSAmplify ツールチェーンを使用して、設定およ
びコード生成を通じて API を iOS、Android、JavaScriptおよびアプリケーションと接続するプロセスを自
動化する詳細が記載されています。Amplify ツールチェーンでは、チェインのローカルワークステーション
からプロジェクトを構築するために至るまで完全にサポートされ、GraphQL のプロビジョニングや CI/CD 
のワークフローなどのローカルワークステーションからのプロジェクトのビルドを完全にサポートしてい
ます。

このページには、エンドツーエンドのエクスペリエンスをテストするためのサンプルクライアントアプ
リケーション (iOS など) も一覧表示されます。JavaScript開始するために必要な情報 (エンドポイント 
URL など) を含む設定ファイルと共に、これらのサンプルをクローンし、ダウンロードできます。「AWS 
Amplifyツールチェーン」の手順に従ってアプリケーションを実行します。

次のステップ
ここでは事前設定されたスキーマを介して実行しましたが、API をゼロから構築する、既存のデータソー
スを組み込む、またはクライアントアプリケーションを構築することを選択できます。詳細については、
次のセクションを参照してください。

• GraphQL API の設計 (p. 11)
• Tutorials (p. 115)データソースとリゾルバーの接続用
• クライアントアプリケーションの構築 (p. 71)
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GraphQL の概要
GraphQL は、アプリケーションがサーバーからデータを取得できるように開発されたデータ言語です。こ
の言語は宣言型であり、自己ドキュメント化スタイルです。GraphQL オペレーションでは、クライアント
が、データがサーバーから返されたときにデータを構築する方法を指定します。これにより、クライアン
トが必要なデータ形式で、クライアントが必要なデータに対してのみクエリできます。

GraphQL には次の 3 つのトップレベルオペレーションがあります。

• クエリ: 読み取り専用の取得
• ミューテーション: 書き込んで、その後に取得
• サブスクリプション: データを受け取るための、存続期間の長い接続

GraphQL は、API の機能を定義するスキーマを介して、これらのオペレーションを公開します。スキーマ
は型で構成されていて、それぞれの型はルート型 (クエリ、ミューテーション、またはサブスクリプショ
ン) またはユーザー定義の型です。開発者は、自分の GraphQL API の機能を定義するスキーマから始めま
す。クライアントアプリケーションはその GraphQL API とやり取りします。このプロセスの詳細について
は、「スキーマの設計 (p. 11)」を参照してください。

スキーマを定義したら、型のフィールドがデータを返す必要があります。GraphQL API では、GraphQL 
リゾルバーを通じて行われます。これは、データソースに対する呼び出しを行う関数、またはある値 
(個々のレコード、レコードのリストなど) を返すためのトリガーを呼び出す関数のいずれかです。リゾル
バーは、NoSQL データベース、リレーショナルデータベース、検索エンジンなどのさまざまな型のデータ
ソースを持つことができます。複数のデータソースからのデータを集約し、ニーズに合うように混在およ
び照合して、同一の型を返すことができます。

スキーマをリゾルバーに接続すると、クライアントアプリは GraphQL クエリを発行したり、オプション
でミューテーションやサブスクリプションを発行したりできます。クエリは、query キーワードの後に中
括弧とフィールド名 (allPosts など) が続いてます。フィールド名の後の 2 番目の中括弧の中に、返され
るデータが入っています。例:

query { 
 allPosts { 
   id 
   author 
   title 
   content 
  }
}

このクエリは、allPostsフィールドに対してリゾルバーを呼び出しid、、authortitle、contentお
よび値のみを返します。システム内に多数のポストがある場合 (たとえば、allPosts がブログの投稿を
返すと仮定して) でも、このクエリは 1 回のネットワーク呼び出しで行われます。設計は変化する可能性
がありますが、このような場合、従来のシステムでは通常、各ポストに対する個別のネットワーク呼び
出しでモデル化されます。ネットワーク呼び出しが軽減されることによって帯域幅の要件が軽減される
ため、クライアントアプリケーションによって消費されるバッテリー寿命や CPU サイクルを節約できま
す。

これらの機能により、新規アプリケーションのプロト型作成や既存のアプリケーションの変更が非常に迅
速になります。この機能の利点は、アプリケーションのデータ要件が、ユーザーが選択したプログラム言
語用の UI コードを使用して、アプリケーション内で共存できることです。これにより、バックエンドの実
装でデータモデル化をエンコードするのではなく、クライアントとバックエンドチームが独立して作業で
きるようになります。
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最後に、型システムでは、ページ分割、リレーション、継承、インターフェイスに対して強力なメカニズ
ムが提供されています。GraphQL の型システムを使用する場合に、異なる NoSQL テーブル間でさまざま
な型を関連付けることができます。

詳細については、以下のリソースを参照してください。

• GraphQL
• GraphQL API の設計 (p. 11)
• データソースとリゾルバーのチュートリアル (p. 115)
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システムの概要とアーキテクチャ
AWS AppSync 開発者はマネージド型 GraphQL サービスを介してデータとやり取りできます。GraphQL 
では、従来のゲートウェイと比べて多くの利点があり、宣言型のコーディングスタイルを促進
し、React、React Native、iOS、および Android などの最新のツールやフレームワークとシームレスに連
携できます。

建築概念

GraphQL プロキシ
リクエストを処理し、それをデータオペレーションまたはトリガーのための論理関数にマッピングするた
めに、GraphQL エンジンを実行するコンポーネント。データ解決プロセスでは、データソースに対する
バッチ処理 (データローダーと呼ばれる) が実行されます。このコンポーネントは、競合の検出と解決策も
管理します。

操作
AWS AppSync 3 つの GraphQL オペレーションをサポートします

1. クエリ-読み取り専用のフェッチ操作
2. ミューテーション-書き込み操作とそれに続くフェッチ操作
3. サブスクリプション-イベントに応じてデータを受信する、存続期間の長いリクエスト

アクション
AWS AppSync で定義されているアクションが 1 つあります。このアクションは、ミューテーションの結
果である、接続されているサブスクライバーへの通知です。クライアントは GraphQL サブスクリプショ
ンに従うハンドシェイクプロセスを通じてサブスクライバーになります。

データソース
システムまたはトリガーにアクセスするための認証情報を伴う、永続的ストレージシステムまたはトリ
ガー。アプリケーションの状態は、データソースで定義されているシステムおよびトリガーによって管理
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されています。データソースの例としては、NoSQL データベース、リレーショナルデータベース、AWS 
Lambda 関数、HTTP API などがあります。

リゾルバー
GraphQL ペイロードを基盤となるストレージシステムのプロトコルに変換し、呼び出し元にそれを呼び出
す権限がある場合に実行する関数。 JavaScript で記述されているリゾルバーは、実行ロジックを定義する
コードによって定義されます。VTL で記述されたリゾルバーは、変換ロジックと実行ロジックを含む要求
と応答のマッピングテンプレートで構成されています。

パイプラインリゾルバー
パイプラインリゾルバーは、1 つ以上のデータソースに対して複数のオペレーションを実行できるリゾル
バーです。パイプラインリゾルバーは関数のリストで構成されています。各関数は順番に実行され、事前
定義のデータソースに対して 1 つのオペレーションを実行できます。パイプラインリゾルバーは VTL と 
JavaScript.

ユニットリゾルバー
ユニットリゾルバーは、事前定義のデータソースに対して 1 つのオペレーションを実行するリゾルバーで
す。ユニットリゾルバーは VTL をサポートします。

関数
関数は、複数のパイプラインリゾルバーにまたがって使用できる 1 つのオペレーションを定義しま
す。GraphQL プロキシ全体で重複するロジックを実行するために関数を再利用できます。関数はリクエス
トおよびレスポンスマッピングテンプレート、データソース名、バージョンで構成されます。

ID
一連の認証情報に基づいた呼び出し元の表現。これは、GraphQL へのすべてのリクエストと一緒に送信
される必要があります。リゾルバーを呼び出すためのアクセス権限が含まれています。ID 情報は、追加の
チェックを実行するために、リゾルバーと競合ハンドラーにコンテキストとして渡されます。

AWS AppSync クライアント
GraphQL オペレーションが定義されている場所。クライアントは、リクエストステートメントの適切な認
証ラップ適切を実行してから GraphQL プロキシに送信します。レスポンスはオフラインストアに保持さ
れ、ミューテーションは書き込みスルーパターンで作成されています。
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GraphQL API の設計
GraphQL API を構築している場合は、スキーマ設計やデータソースに接続する方法など、知っておく必要
がある概念があります。

このセクションでは、以下を行います。

1. スキーマをゼロから作成
2. リソースを自動プロビジョニング
3. データソースを手動で定義する
4. データソースを GraphQL リゾルバーConnect する

AWSAppSyncユーザーは、GraphQL APIAWS を使用するために必要なコンポーネントをプロビジョニン
グおよび構築することで、構成プロセスの一部をさらに自動化できます。これには次の機能が含まれま
す。

• GraphQL API をすばやく作成し、クエリを設定するための GraphQL スキーマ作成ウィザードの提供

詳細については、「ガイド付きスキーマウィザードの設定 (p. 62)」を参照してください。

Note

このオプションは、GraphQLAWSAppSync を初めて使用するユーザーやユーザーにおすすめし
ます。

• 既存の Amazon DynamoDB テーブルをインポートして、自動的にスキーマを作成し、リゾルバーに接続
する

(詳細については、「Amazon DynamoDB からのインポート (p. 67)」を参照してください)。
• 既存の GraphQL スキーマの有無にかかわらず Amazon DynamoDB テーブルをプロビジョニングする

(詳細については、「スキーマからのプロビジョニング (p. 63)」を参照してください)。

トピック
• スキーマの設計 (p. 11)
• データソースの添付 (p. 32)
• リゾルバーの設定 (JavaScript) (p. 35)
• リゾルバー (VTL) の設定 (p. 45)
• API を使用する (p. 60)
• ガイド付きスキーマウィザード (オプション) (p. 62)
• スキーマからのプロビジョニング (オプション) (p. 63)
• Amazon DynamoDB からのインポート (オプション) (p. 67)

スキーマの設計
GraphQL スキーマは、あらゆる GraphQL サーバー実装の基盤です。各 GraphQL API は単一の GraphQL 
スキーマで定義されます。GraphQL 型システムは GraphQL サーバーの機能を記述し、クエリが有効かど
うかを判断するために使用されます。サーバーのタイプシステムは、そのサーバーのスキーマと呼ばれま
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す。これは、オブジェクトタイプ、スカラー、入力タイプ、インターフェイス、列挙、ユニオンのセット
で構成されます。API および実行可能なオペレーションも通過するデータの形状を定義します。GraphQL 
は厳密に型指定されたプロトコルで、すべてのデータオペレーションはこのスキーマに対して検証されま
す。

AWS AppSyncGraphQL スキーマを定義および設定できます。次のセクションでは、AWS AppSyncのサー
ビスを使用して GraphQL スキーマをゼロから作成する方法について説明します。

空のスキーマの作成
スキーマファイルはテキストファイルであり、通常は schema.graphql という名前です。AWS AppSync 
ユーザーは、コンソール、CLI、または API を使用して GraphQL API 用の新しいスキーマを作成できま
す。この例では、空白の API と空白のスキーマを作成します。

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、お使いの GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで「スキーマ」を選択します。

2. 「スキーマ」AWS AppSync ウィンドウに以下を追加することで、schema.graphqlファイルを
設定して送信できます。

schema {
}

3. [Save schema] を選択します。

Note

すべてのスキーマは、schema処理のためにルートから始まります。これは、ルートクエ
リ型を追加するまでは処理に失敗します。

API

1. API を呼び出して GraphQL CreateGraphqlApiAPI オブジェクトを作成します。
2. StartSchemaCreation API を呼び出します。

CLI

1. まだAWS CLI のインストールを行ってから、設定を追加します。
2. create-graphql-apiコマンドを実行して GraphQL API オブジェクトを作成します。

この特定のコマンドには、次の 2 つのパラメータを入力する必要があります。

1. お使いの APIname のです。
2. authentication-type、または API へのアクセスに使用される認証情報のタイプ 

(IAM、OIDC など)。

Note

このようなパラメータは他にも設定する必要がありますが、Region通常はデフォルトで 
CLI 設定値になります。

サンプルコマンドは、次のようになります。
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aws appsync create-graphql-api --name testAPI123 --authentication-type API_KEY

出力は CLI に返されます。例を示します。

{ 
    "graphqlApi": { 
        "xrayEnabled": false, 
        "name": "testAPI123", 
        "authenticationType": "API_KEY", 
        "tags": {}, 
        "apiId": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", 
        "uris": { 
            "GRAPHQL": "https://zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba.appsync-api.us-
west-2.amazonaws.com/graphql", 
            "REALTIME": "wss://zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba.appsync-realtime-api.us-
west-2.amazonaws.com/graphql" 
        }, 
        "arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" 
    }
}

3. start-schema-creation コマンドを実行します。

この特定のコマンドには、次の 2 つのパラメータを入力する必要があります。

1. api-id前のステップからのあなた。
2. スキーマはdefinition、Base64 でエンコードされたバイナリブロブです。

サンプルコマンドは、次のようになります。

 aws appsync start-schema-creation --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --definition 
 "aa1111aa-123b-2bb2-c321-12hgg76cc33v"

出力が返されます。

{ 
    "status": "PROCESSING"
}

このコマンドは、処理後の最終出力を返しません。結果を確認するにはget-schema-
creation-status、別のコマンドを使用する必要があります。この 2 つのコマンドは非同期な
ので、スキーマの作成中でも出力ステータスを確認できることに注意してください。

ルートクエリタイプの追加
各 GraphQL スキーマにはルートクエリタイプが必要です。これらは GraphQL サーバーのエントリポイン
ト (またはエンドポイント) と考えることができます。

このガイドでは、Todoサンプルアプリケーションを作成します。QuerygetTodosTodoオブジェクトを含
むリストを返す単一フィールドという名前のルートタイプを追加します。

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。
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a. API ダッシュボードで、お使いの GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで「スキーマ」を選択します。

2. 次のコードを schema.graphql ファイルに追加します。

schema { 
    query:Query
}

type Query { 
    getTodos: [Todo]
}

API

1. UpdateTypeAPI を呼び出してルートスキーマを更新します。
2. CreateTypeAPIQuery を呼び出してタイプを作成します。

CLI

1. update-typeコマンドを実行してルートスキーマを更新します。

この特定のコマンドには、いくつかのパラメータを入力する必要があります。

1. お使いの APIapi-id のです。
2. type-nameあなたのタイプの。コンソールの例では、これでしたSchema。
3. definition、またはあなたのタイプのコンテンツ。コンソールの例では、これは

schema { 
    query:Query
}

4. format入力の。この例では、を使用していますSDL。

サンプルコマンドは、次のようになります。

aws appsync update-type --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --type-name schema --
definition "schema {query:Query}" --format SDL

出力は CLI に返されます。例を示します。

{ 
    "type": { 
        "definition": "schema {query:Query}", 
        "name": "schema", 
        "arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/schema", 
        "format": "SDL" 
    }
}

2. Querycreate-typeコマンドを実行してタイプを作成します。

この特定のコマンドには、いくつかのパラメータを入力する必要があります。

1. お使いの APIapi-id のです。
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2. definition、またはあなたのタイプのコンテンツ。コンソールの例では、これは

type Query { 
    getTodos: [Todo]
}

3. format入力の。この例では、を使用していますSDL。

サンプルコマンドは、次のようになります。

aws appsync create-type --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --definition "type 
 Query {getTodos: [Todos]}" --format SDL

出力は CLI に返されます。例を示します。

{ 
    "type": { 
        "definition": "Query {getTodos: [Todos]}", 
        "name": "Query", 
        "arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/Query", 
        "format": "SDL" 
    }
}

Todo オブジェクト型をまだ定義していないことに注目してください。では、それを定義しましょう。

ToDo タイプの定義
前のセクションでは、Todo動作を定義せずにオブジェクトタイプを宣言しました。

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、お使いの GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで「スキーマ」を選択します。

2. ここで、Todo オブジェクトのデータが保存される型を作成します。

schema { 
    query:Query
}

type Query { 
    getTodos: [Todo]
}

type Todo { 
    id: ID! 
    name: String 
    description: String 
    priority: Int
}
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API

• CreateTypeAPITodo を呼び出してタイプを作成します。

CLI

• Todocreate-typeコマンドを実行してタイプを作成します。

この特定のコマンドには、いくつかのパラメータを入力する必要があります。

1. お使いの APIapi-id のです。
2. definition、またはあなたのタイプのコンテンツ。コンソールの例では、これは

type Todo { 
    id: ID! 
    name: String 
    description: String 
    priority: Int
}

3. format入力の。この例では、を使用していますSDL。

サンプルコマンドは、次のようになります。

aws appsync create-type --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --definition "type 
 Todo{id:ID! name:String description:String priority:Int}" --format SDL

出力は CLI に返されます。例を示します。

{ 
    "type": { 
        "definition": "type Todo{id:ID! name:String description:String 
 priority:Int}", 
        "name": "Todo", 
        "arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/Todo", 
        "format": "SDL" 
    }
}

Todoオブジェクト型には、文字列や整数などのスカラー型のフィールドがあることに注意してくださ
い。AWS AppSync スキーマで使用できるベース GraphQL スカラーに加えて、も強化しました。AWS 
AppSync (p. 21)名前が感嘆符で終わっているフィールドは必須フィールドです。ID スカラー型
は、String または Int のいずれかである一意の識別子です。これらのフィールドは、リゾルバーのコー
ドで自動割り当てを制御できます。

Query 型と Todo 型は類似しています。GraphQL では、ルート型 (つま
り、Query、Mutation、Subscription) は、ユーザー定義の型と同様ですが、API のエントリポイント
としてスキーマから公開される点が異なります。詳細については、クエリとミューテーション型を参照し
てください。

ミューテーションタイプの追加
オブジェクト型を定義して、データをクエリできるので、API を介してデータを追加、更新、または削
除する場合は、スキーマにミューテーション型を追加しておく必要があります。この Todo の例では、
ミューテーション型に addTodo という名前のフィールドとして追加します。
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Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、お使いの GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで「スキーマ」を選択します。

2. ミューテーションをスキーマに追加し、そのタイプを定義します。

schema { 
    query:Query 
    mutation: Mutation
}

type Query { 
    getTodos: [Todo]
}

type Mutation { 
    addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int): Todo
}

type Todo { 
    id: ID! 
    name: String 
    description: String 
    priority: Int
}

API

• CreateTypeAPITodo を呼び出してタイプを作成します。

CLI

1. update-typeコマンドを実行してルートスキーマを更新します。

この特定のコマンドには、いくつかのパラメータを入力する必要があります。

1. お使いの APIapi-id のです。
2. type-nameあなたのタイプの。コンソールの例では、これでしたSchema。
3. definition、またはあなたのタイプのコンテンツ。コンソールの例では、これは

schema { 
    query:Query 
    mutation: Mutation
}

4. format入力の。この例では、を使用していますSDL。

サンプルコマンドは、次のようになります。

aws appsync update-type --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --type-name schema --
definition "schema {query:Query mutation: Mutation}" --format SDL

出力は CLI に返されます。例を示します。
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{ 
    "type": { 
        "definition": "schema {query:Query mutation: Mutation}", 
        "name": "schema", 
        "arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/schema", 
        "format": "SDL" 
    }
}

2. Mutationcreate-typeコマンドを実行してタイプを作成します。

この特定のコマンドには、いくつかのパラメータを入力する必要があります。

1. お使いの APIapi-id のです。
2. definition、またはあなたのタイプのコンテンツ。コンソールの例では、これは

type Mutation { 
    addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int): Todo
}

3. format入力の。この例では、を使用していますSDL。

サンプルコマンドは、次のようになります。

aws appsync create-type --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --definition "type 
 Mutation {addTodo(id: ID! name: String description: String priority: Int): Todo}" 
 --format SDL

出力は CLI に返されます。例を示します。

{ 
    "type": { 
        "definition": "type Mutation {addTodo(id: ID! name: String description: 
 String priority: Int): Todo}", 
        "name": "Mutation", 
        "arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/Mutation", 
        "format": "SDL" 
    }
}

ミューテーションはルート型であるため、このスキーマにも追加していることに注意してください。

ステータス付きの To Do サンプルの修正
この時点で、GraphQL APITodo は構造的にオブジェクトの読み取りと書き込みで機能しています。デー
タソースがないだけです。これについては次のセクションで説明します。この API をより高度な機能で
変更できます。たとえば、として定義されている一連の値から取得されるステータスを自分に追加できま
すTodoENUM。例えば、以下のスニペットを参照してください。

schema { 
    query:Query 
    mutation: Mutation
}
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type Query { 
    getTodos: [Todo]
}

type Mutation { 
    addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int, status: TodoStatus): 
 Todo
}

type Todo { 
    id: ID! 
    name: String 
    description: String 
    priority: Int 
    status: TodoStatus
}

enum TodoStatus { 
    done 
    pending
}

ENUM は文字列に類似していますが、一連の値のいずれかを取ります。この例では、この型を追加
し、Todo を変更し、この機能を持つ Todo フィールドを追加しています。

Note

「データソースの添付 (p. 32)」に直接飛ばして、スキーマをデータソースに接続し始めること
も、読み続けてページネーションやリレーショナル構造を使ってスキーマを変更することもでき
ます。

サブスクリプション
AWS AppSync のサブスクリプションはミューテーションに対する応答として呼び出されます。サブスク
リプションは、Subscription 型と @aws_subscribe() ディレクティブを使用してスキーマで設定し
て、どのミューテーションが 1 つまたは複数のサブスクリプションを呼び出すかを示します。サブスクリ
プションの設定について詳しくは、「リアルタイムデータ (p. 231)」を参照してください。

リレーションとページネーション (上級者向け)
百万個の todos があるとします。それらのすべてを毎回取得することは望ましくないため、代わりにそれ
らをページ分割します。スキーマを次のように変更します。

• getTodos フィールドに limit と nextToken の 2 つの入力引数を追加します。
• todos フィールドと nextToken フィールドを持つ新しい TodoConnection 型を追加します。
• getTodos を変更し、TodoConnection (Todo のリストではない) を返すようにします。

schema { 
    query:Query 
    mutation: Mutation
}

type Query { 
    getTodos(limit: Int, nextToken: String): TodoConnection
}

type Mutation { 
    addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int, status: TodoStatus): 
 Todo
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}

type Todo { 
    id: ID! 
    name: String 
    description: String 
    priority: Int 
    status: TodoStatus
}

type TodoConnection { 
    todos: [Todo] 
    nextToken: String
}

enum TodoStatus { 
    done 
    pending
}

TodoConnection 型により、todos のリストと、次の nextToken のバッチを取得するための todos を
返すことができるようになります。これは 1 つの TodoConnection であり、接続のリストではないこと
に注意してください。接続内は、ページ分割トークンで返される todo 項目 ([Todo]) のリストです。では
AWS AppSync、これはリゾルバを使用して Amazon DynamoDB に接続され、暗号化されたトークンとし
て自動的に生成されます。マッピングテンプレートにより、limit 引数の値は maxResults パラメータ
に変換され、nextToken 引数の値は exclusiveStartKey パラメータに変換されます。AWS AppSync
コンソールの例と組み込みテンプレートサンプルについては、VTLのリゾルバーリファレンス (JavaScript) 
JavaScript  またはVTLのリゾルバーマッピングテンプレートリファレンス (VTL) (p. 450) を参照してく
ださい。

次に、Todo にコメントフィールドがあり、1 つの todo に対するすべてのコメントを返すクエリを実行す
ることを考えます。これは完全に処理されますGraphQL connections。次のように、Comment 型を持
つようにスキーマを変更し、comments 型に Todo フィールドを追加し、addComment 型に Mutation
フィールドを追加します。

schema { 
  query: Query 
  mutation: Mutation
} 

 type Query { 
     getTodos(limit: Int, nextToken: String): TodoConnection 
 } 

 type Mutation { 
     addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int, status: 
 TodoStatus): Todo 
     addComment(todoid: ID!, content: String): Comment 
 } 

 type Comment { 
     todoid: ID! 
     commentid: String! 
     content: String 
 } 

 type Todo { 
     id: ID! 
     name: String 
     description: String 
     priority: Int 
     status: TodoStatus 
     comments: [Comment] 
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 } 

 type TodoConnection { 
     todos: [Todo] 
     nextToken: String 
 } 

 enum TodoStatus { 
     done 
     pending 
 }

Comment 型に、commentid、および content に関連付けられた todoid が含まれていることに注意し
てください。これは、後で作成する Amazon DynamoDB テーブルのプライマリキーとソートキーの組み合
わせに対応します。

AWS AppSync で既存のデータソースの上部にあるアプリケーショングラフを使用すると、1 回の 
GraphQL クエリで 2 つの異なるデータソースからのデータを返すことができます。この例では、Todo 
テーブルと Comment テーブルの両方が存在すると仮定しています。その方法については、「データソー
スをアタッチする (p. 32)」と「リゾルバーを設定する」 (p. 45) で説明します。

AWS AppSync のスカラー型
GraphQL オブジェクトタイプには名前とフィールドがあり、これらのフィールドにはサブフィールドを使
用できます。最終的には、オブジェクトタイプのフィールドを、クエリの各要素を表すスカラー型に解決
する必要があります。オブジェクトタイプとスカラーの詳細については、GraphQL ウェブサイトの「ス
キーマとタイプ」を参照してください。

GraphQL スカラーのデフォルトセットに加えて、AWS AppSync には AWS プレフィックスで始まる予約
済みスカラーのセットが含まれます。AWS AppSync はカスタムスカラーをサポートしていません。つま
り、AWSカスタムオブジェクトタイプのプレフィックスとしてを使用することはできません。

次のセクションは、スキーマのタイピングに関するリファレンスです。まだの場合は、次のセクションを
読むことをお勧めします。

1. GraphQL API の設計 (p. 11)
2. データソースの添付 (p. 32)
3. リゾルバーの設定 (p. 45)

これにより、スカラー型を効果的に使用するために必要な、非常に必要なコンテキストが提供されます。

デフォルトスカラー
GraphQL は、次のデフォルトスカラー を定義します。

デフォルトスカラーリスト

ID

オブジェクトの一意な識別子。このスカラーは aString のようにシリアル化されていますが、人間
が読めるようには意図されていません。

String

UTF-8 文字シーケンス。
Int

-(2 31) から 2 31 -1 までの整数値。
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Float

IEEE 754 浮動小数点値
Boolean

trueまたはのいずれかのブール値false。

AWS AppSyncスカラー
AWS AppSync は次のスカラーを定義します。

AWS AppSyncスカラーリスト

AWSDate

拡張機能ISO 8601 の日付形式の文字列YYYY-MM-DD。
AWSTime

拡張機能ISO 8601形式の文字列hh:mm:ss.sss。
AWSDateTime

拡張機能ISO 8601 の日時番号形式の文字列YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ。

Note

AWSDate、AWSTime、および AWSDateTime スカラーは、必要に応じてタイムゾーンオフ
セットに含むことができます。たとえば、値 1970-01-01Z、1970-01-01-07:00、 および
1970-01-01+05:30 はすべて AWSDate に有効です。タイムゾーンのオフセットは、Z(UTC)、
または時間と分 (およびオプションで秒) のオフセットのいずれかである必要があります。例:
±hh:mm:ss。ISO 8601 標準には含まれていませんが、タイムゾーンオフセットの第 2 フィール
ドは有効と見なされます。

AWSTimestamp

前後の秒数を表す整数値1970-01-01-T00:00Z。
AWSEmail

RFC 822で定義される local-part@domain-part 形式のメールアドレス。
AWSJSON

JSON 文字列。すべての有効な JSON コンストラクトは、リテラルな入力文字列として自動的に解析
され、リゾルバーコードにロードされます。引用符で囲まれていない文字列、または無効な JSON は 
GraphQL 検証エラーになります。

AWSPhone

電話番号 この値は文字列として保存されます。電話番号には、スペースまたはハイフンのいずれ
かを指定して、数字グループを区切ることができます。国番号のない電話番号は、北米番号計画 
(NANP)に紐づいている米国/北米の電話番号とみなされます。

AWSURL

RFC 1738によって定義される URL。例えば、https://www.amazon.com/dp/
B000NZW3KC/、mailto:example@example.com などです。URL にはスキーマ (http,mailto) お
よび 2 つのフォワードスラッシュ (//) をパス部分に入れる必要があります。

AWSIPAddress

有効な IPv4 または IPv6 アドレス。IPv4 アドレスはクアッドドット表記で想定されます 
(123.12.34.56). IPv6 アドレスは、角カッコで囲まれていないコロン区切りの形式で想定されます 
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(1a2b:3c4b::1234:4567). オプションの CIDR サフィックス (123.45.67.89/16) を含めること
で、サブネットマスクを示すことができます。

スキーマの使用例
以下に示す GraphQL スキーマの例は、すべてのカスタムのスカラーを「オブジェクト」として使用する
とともに、基本的なput、get、および list 操作にリゾルバーリクエストとレスポンステンプレートを使用し
ています。最後に、 クエリとミューテーションを実行するときに、この をどのように 使用できるかの例
を示します。

type Mutation { 
    putObject( 
        email: AWSEmail, 
        json: AWSJSON, 
        date: AWSDate, 
        time: AWSTime, 
        datetime: AWSDateTime, 
        timestamp: AWSTimestamp, 
        url: AWSURL, 
        phoneno: AWSPhone, 
        ip: AWSIPAddress 
    ): Object
}

type Object { 
    id: ID! 
    email: AWSEmail 
    json: AWSJSON 
    date: AWSDate 
    time: AWSTime 
    datetime: AWSDateTime 
    timestamp: AWSTimestamp 
    url: AWSURL 
    phoneno: AWSPhone 
    ip: AWSIPAddress
}

type Query { 
    getObject(id: ID!): Object 
    listObjects: [Object]
}

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}

putObjectのリクエストテンプレートは次のようになります。AputObjectPutItem はオペレーション
を使用して Amazon DynamoDB テーブルの項目を作成または更新します。このコードスニペットには、
データソースとして Amazon DynamoDB テーブルが設定されていないことに注意してください。これは例
としてのみ使用されています。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key" : { 
        "id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($util.autoId()), 
    }, 
    "attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)
}
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putObjectのレスポンステンプレートは次の結果を返します。

$util.toJson($ctx.result)

getObjectのリクエストテンプレートは次のようになります。AgetObject では、GetItemオペレー
ションを使用して、プライマリキーを持つ項目の属性のセットを返します。このコードスニペットには、
データソースとして Amazon DynamoDB テーブルが設定されていないことに注意してください。これは例
としてのみ使用されています。

{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "GetItem", 
    "key": { 
        "id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id), 
    }
}

getObjectのレスポンステンプレートは次の結果を返します。

$util.toJson($ctx.result)

listObjectsのリクエストテンプレートは次のようになります。AlistObjectsScan はオペレーション
を使用して 1 つ以上の項目と属性を返します。このコードスニペットには、データソースとして Amazon 
DynamoDB テーブルが設定されていないことに注意してください。これは例としてのみ使用されていま
す。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Scan",
}

listObjectsのレスポンステンプレートは次の結果を返します。

$util.toJson($ctx.result.items)

このスキーマを GraphQL クエリと共に使用する例をいくつか次に示します。

mutation CreateObject { 
    putObject(email: "example@example.com" 
        json: "{\"a\":1, \"b\":3, \"string\": 234}" 
        date: "1970-01-01Z" 
        time: "12:00:34." 
        datetime: "1930-01-01T16:00:00-07:00" 
        timestamp: -123123 
        url:"https://amazon.com" 
        phoneno: "+1 555 764 4377" 
        ip: "127.0.0.1/8" 
    ) { 
        id 
        email 
        json 
        date 
        time 
        datetime 
        url 
        timestamp 
        phoneno 
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        ip 
    }
}

query getObject { 
    getObject(id:"0d97daf0-48e6-4ffc-8d48-0537e8a843d2"){ 
        email 
        url 
        timestamp 
        phoneno 
        ip 
    }
}

query listObjects { 
    listObjects { 
        json 
        date 
        time 
        datetime 
    }
}

 GraphQL の Interface と Union
GraphQL 型システムはInterfaceをサポートしています。インターフェイスを実装するためにタイプに含め
る必要がある、フィールドの特定セットをインターフェイスで公開します。

GraphQL 型システムはUnionもサポートしています。Union はインターフェイスと同じです。異なるのは
フィールドの共通セットを定義しない点です。Union は、可能なタイプが論理階層を共有しないとき、一
般的にインターフェイスより優先されます。

次のセクションは、スキーマのタイピングに関するリファレンスです。まだの場合は、次のセクションを
読むことをお勧めします。

1. GraphQL API の設計 (p. 11)
2. データソースの添付 (p. 32)
3. リゾルバーの設定 (p. 45)

これにより、スカラー型を効果的に使用するために必要な、非常に必要なコンテキストが提供されます。

インターフェースの例
Eventあらゆる種類の活動や人々の集まりを表すインターフェースを表現できます。考えられるイベント
タイプにはConcert、Conference、などがありますFestival。このようなタイプにはすべて、共通の
特性 (名前、イベントの開催場所、開始日および終了日など) があります。これらのタイプには違いもあ
ります。aConference には、講演者やワークショップのリストがあり、はConcert、演奏するバンドで
す。

スキーマ定義言語 (SDL) では、Event インターフェイスは次のように定義されます。

interface Event { 
        id: ID! 
        name : String! 
        startsAt: String 
        endsAt: String 
        venue: Venue 
        minAgeRestriction: Int
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}

また、Event インターフェイスを実装する各タイプは次のようになります。

type Concert implements Event { 
    id: ID! 
    name: String! 
    startsAt: String 
    endsAt: String 
    venue: Venue 
    minAgeRestriction: Int 
    performingBand: String
}

type Festival implements Event { 
    id: ID! 
    name: String! 
    startsAt: String 
    endsAt: String 
    venue: Venue 
    minAgeRestriction: Int 
    performers: [String]
}

type Conference implements Event { 
    id: ID! 
    name: String! 
    startsAt: String 
    endsAt: String 
    venue: Venue 
    minAgeRestriction: Int 
    speakers: [String] 
    workshops: [String]
}

インターフェイスは数種類の要素がある場合を表すのに便利です。たとえば、特定の会場で開催されてい
るすべてのイベントを検索できます。次のように findEventsByVenue フィールドをスキーマに追加し
ます。

schema { 
    query: Query
}

type Query { 
    # Retrieve Events at a specific Venue 
    findEventsAtVenue(venueId: ID!): [Event]
}

type Venue { 
    id: ID! 
    name: String 
    address: String 
    maxOccupancy: Int
}

type Concert implements Event { 
    id: ID! 
    name: String! 
    startsAt: String 
    endsAt: String 
    venue: Venue 
    minAgeRestriction: Int 
    performingBand: String
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}

interface Event { 
    id: ID! 
    name: String! 
    startsAt: String 
    endsAt: String 
    venue: Venue 
    minAgeRestriction: Int
}

type Festival implements Event { 
    id: ID! 
    name: String! 
    startsAt: String 
    endsAt: String 
    venue: Venue 
    minAgeRestriction: Int 
    performers: [String]
}

type Conference implements Event { 
    id: ID! 
    name: String! 
    startsAt: String 
    endsAt: String 
    venue: Venue 
    minAgeRestriction: Int 
    speakers: [String] 
    workshops: [String]
}

findEventsByVenueはのリストを返しますEvent。GraphQL インターフェイスフィールドはすべての実
装タイプに共通しているため、Event インターフェイス (id、name、startsAt、endsAt、venue、お
よび minAgeRestriction) の任意のフィールドを選択できます。さらに、GraphQL の フラグメントを
使用して、タイプを指定している限り、任意の実装タイプのフィールドにアクセスできます。

インターフェイスを使用する GraphQL クエリの例を詳しく見てみましょう。

query { 
  findEventsAtVenue(venueId: "Madison Square Garden") { 
    id 
    name 
    minAgeRestriction 
    startsAt 

    ... on Festival { 
      performers 
    } 

    ... on Concert { 
      performingBand 
    } 

    ... on Conference { 
      speakers 
      workshops 
    } 
  }
}

上記のクエリは、結果の単一のリストを生み出し、サーバーで、デフォルトでは、開始日によりイベント
をソートできます。
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{ 
  "data": { 
    "findEventsAtVenue": [ 
      { 
        "id": "Festival-2", 
        "name": "Festival 2", 
        "minAgeRestriction": 21, 
        "startsAt": "2018-10-05T14:48:00.000Z", 
        "performers": [ 
          "The Singers", 
          "The Screamers" 
        ] 
      }, 
      { 
        "id": "Concert-3", 
        "name": "Concert 3", 
        "minAgeRestriction": 18, 
        "startsAt": "2018-10-07T14:48:00.000Z", 
        "performingBand": "The Jumpers" 
      }, 
      { 
        "id": "Conference-4", 
        "name": "Conference 4", 
        "minAgeRestriction": null, 
        "startsAt": "2018-10-09T14:48:00.000Z", 
        "speakers": [ 
          "The Storytellers" 
        ], 
        "workshops": [ 
          "Writing", 
          "Reading" 
        ] 
      } 
    ] 
  }
}

結果はイベントの 1 つのコレクションとして返されるため、共通特性を表すためにインターフェイスを使
用すると、結果のソートに大変役立ちます。

ユニオンの例
先に述べたように、ユニオンは共通のフィールドセットを定義しません。検索結果にはさまざまなタイプ
が表示される場合があります。Event スキーマを使用して、次のように SearchResult ユニオンを定義
できます。

type Query { 
    # Retrieve Events at a specific Venue 
    findEventsAtVenue(venueId: ID!): [Event] 
    # Search across all content 
    search(query: String!): [SearchResult]
}

union SearchResult = Conference | Festival | Concert | Venue

この場合、SearchResultユニオンの任意のフィールドをクエリするには、フラグメントを使用する必要
があります。

query { 
  search(query: "Madison") { 
    ... on Venue { 
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      id 
      name 
      address 
    } 

    ... on Festival { 
      id 
      name 
      performers 
    } 

    ... on Concert { 
      id 
      name 
      performingBand 
    } 

    ... on Conference { 
      speakers 
      workshops 
    } 
  }
}

解像度を入力AWS AppSync
タイプ解決は、GraphQL エンジンが特定のオブジェクトタイプとして解決された値を識別するメカニズム
です。

ユニオン検索の例に戻ると、クエリで結果が得られた場合、結果リストの各項目は、SearchResultユニ
オンが定義したタイプの 1 つ (つまり、、ConferenceFestival、ConcertまたはVenue) として表示さ
れる必要があります。

Festival を Venue や Conference から識別するロジックは、アプリケーションの要件に依存するた
め、GraphQL エンジンには、そのままの結果から可能なタイプを識別するヒントを与える必要がありま
す。

AWS AppSync では、このヒントは __typename という名前のメタフィールドで表されます。その値は、
特定されたオブジェクトタイプ名に対応しています。戻り値の型がインターフェイスまたはユニオンに対
して __typename が必要です。

タイプ解決の例
前のスキーマを再利用します。コンソールに移動して、[スキーマ] ページで以下を追加することで、手順
どおりに進めることができます。

schema { 
    query: Query
}

type Query { 
    # Retrieve Events at a specific Venue 
    findEventsAtVenue(venueId: ID!): [Event] 
    # Search across all content 
    search(query: String!): [SearchResult]
}

union SearchResult = Conference | Festival | Concert | Venue

type Venue { 
    id: ID! 
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    name: String! 
    address: String 
    maxOccupancy: Int
}

interface Event { 
    id: ID! 
    name: String! 
    startsAt: String 
    endsAt: String 
    venue: Venue 
    minAgeRestriction: Int
}

type Festival implements Event { 
    id: ID! 
    name: String! 
    startsAt: String 
    endsAt: String 
    venue: Venue 
    minAgeRestriction: Int 
    performers: [String]
}

type Conference implements Event { 
    id: ID! 
    name: String! 
    startsAt: String 
    endsAt: String 
    venue: Venue 
    minAgeRestriction: Int 
    speakers: [String] 
    workshops: [String]
}

type Concert implements Event { 
    id: ID! 
    name: String! 
    startsAt: String 
    endsAt: String 
    venue: Venue 
    minAgeRestriction: Int 
    performingBand: String
}

リゾルバーを Query.search フィールドにアタッチしましょう。Resolversセクションで、[アタッチ] 
を選択し、NONE StubDataSourceタイプの新しいデータソースを作成して名前を付けます。この例では、
外部ソースから結果を取得したものとし、リクエストマッピングテンプレートで取得された結果をハード
コードします。

リクエストマッピングテンプレートペインで、次のように入力します。

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "payload": 
    ## We are effectively mocking our search results for this example 
    [ 
        { 
            "id": "Venue-1", 
            "name": "Venue 1", 
            "address": "2121 7th Ave, Seattle, WA 98121", 
            "maxOccupancy": 1000 
        }, 
        { 
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            "id": "Festival-2", 
            "name": "Festival 2", 
            "performers": ["The Singers", "The Screamers"] 
        }, 
        { 
            "id": "Concert-3", 
            "name": "Concert 3", 
            "performingBand": "The Jumpers" 
        }, 
        { 
            "id": "Conference-4", 
            "name": "Conference 4", 
            "speakers": ["The Storytellers"], 
            "workshops": ["Writing", "Reading"] 
        } 
    ]
}

アプリケーションが、id フィールドの一部としてタイプ名を返す場合、タイプ解決ロジックは、id
フィールドを解析してタイプ名を抽出し、__typename フィールドを各結果を追加します。次のようにレ
スポンスマッピングテンプレートでそのロジックを実行できます。

Note

Lambda データソースを使用している場合は、このタスクを Lambda 関数の一部として実行する
こともできます。

#foreach ($result in $context.result) 
    ## Extract type name from the id field. 
    #set( $typeName = $result.id.split("-")[0] ) 
    #set( $ignore = $result.put("__typename", $typeName))
#end
$util.toJson($context.result)

次のクエリを実行します。

query { 
  search(query: "Madison") { 
    ... on Venue { 
      id 
      name 
      address 
    } 

    ... on Festival { 
        id 
      name 
      performers 
    } 

    ... on Concert { 
      id 
      name 
      performingBand 
    } 

    ... on Conference { 
      speakers 
      workshops 
    } 
  }
}
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クエリにより、次の結果が返されます。

{ 
  "data": { 
    "search": [ 
      { 
        "id": "Venue-1", 
        "name": "Venue 1", 
        "address": "2121 7th Ave, Seattle, WA 98121" 
      }, 
      { 
        "id": "Festival-2", 
        "name": "Festival 2", 
        "performers": [ 
          "The Singers", 
          "The Screamers" 
        ] 
      }, 
      { 
        "id": "Concert-3", 
        "name": "Concert 3", 
        "performingBand": "The Jumpers" 
      }, 
      { 
        "speakers": [ 
          "The Storytellers" 
        ], 
        "workshops": [ 
          "Writing", 
          "Reading" 
        ] 
      } 
    ] 
  }
}

タイプ解決ロジックはアプリケーションによって異なります。たとえば、特定のフィールドまたは
フィールドの組み合わせの存在をチェックする、異なる識別ロジックがあってもかまいません。つ
まり、performers フィールドの存在を検出して、Festival を識別する、または speakers と
workshops フィールドの組み合わせを検出して、Conference を識別できます。最終的に、使用するロ
ジックを定義するのはユーザーです。

データソースの添付
データソースは、GraphQL API がやり取りできるAWSアカウントのリソースです。AWS AppSync データ
ソースとしてAWS Lambda、Amazon DynamoDB、リレーショナルデータベース（Amazon OpenSearch 
Aurora Serverless）、および HTTP エンドポイントを指定します。AWS AppSync API は、複数のデータ
ソースを操作するように設定できます。これにより、単一の場所にデータを集約できます。AWS AppSync 
すでに存在するアカウントからAWSリソースを使用する、またはスキーマ定義から、ユーザーに代わって 
DynamoDB テーブルをプロビジョニングできます。

次のセクションでは、GraphQL API にデータソースをアタッチする方法について説明します。

自動プロビジョニング (推奨)
「スキーマの設計」から続けてこの説明を読む場合には (p. 11)、AWS AppSync スキーマの定義に基
づくテーブルを自動的に作成できます。このステップはオプションですが、始めたばかりの場合は推奨さ
れる手順です。AWS AppSync このプロセス中、すべてのリゾルバを作成するため、GraphQL クエリ、
ミューテーション、およびサブスクリプションの書き込みを迅速に行うことができます。このプロセス
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は、「スキーマからのプロビジョニング (オプション)」を参照してください (p. 63)。これ以降は、自動
プロビジョニングプロセスをスキップし、最初から作成することを前提に進めます。

データソースを追加する
AWS AppSync コンソールでスキーマを作成して保存したので、データソースを追加できます。前のセク
ションのスキーマでは、文字列型の id と呼ばれるTodosプライマリキーを持つ Amazon DynamoDB テー
ブルがあることを前提としています。これを手動で作成するには、Amazon DynamoDB コンソールまたは
以下のAWS CloudFormationスタックを使用します。

データソースを GraphQL API に追加するには

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

• サイドバーで、「データソース」を選択します。
2. コンソールで [データソース] タブを選択し、[データソースの作成] を選択します。

• データソースに TodosTable などのわかりやすい名前を付けます。
3. [データソースタイプ] で [Amazon DynamoDB テーブル] を選択します。
4. 適切な地域を選択してください。
5. Todos テーブルを選択します。次に、新しいロールを作成するか (推奨)、PutItem への IAM アクセ

ス許可を持つ既存のロールを選択し、テーブルをスキャンします。

Note

既存のロールには信頼ポリシーが必要です。詳細については、IAM 信頼ポリシーを参照して
ください (p. )。

6. AWS AppSync複数のクライアントが同時にデータを更新しようとしたときに、DynamoDB を使用す
る際に、リクエストごとに自動的にデータのバージョンを作成するバージョニングを有効にできま
す。バージョン管理は、競合の検出と解決を目的として、複数の種類のデータを保持および管理する
ために使用されます。データソースのバージョン管理を有効にすることもできますが、このチュート
リアルでは選択しないでください。

7. 既存のテーブルがある場合は、オプション) Amazon DynamoDB からのインポートの GraphQL を自動
的に生成するで概説されている通り [CRUD]、および [Queryオペレーションを自動的に生成すること
もできます] で概説されている通り [CRUD (p. 67)]、および [オペレーションを自動的に生成するこ
ともできます。Listこのチュートリアルではこの機能を使用しないため、選択しないでください。

8. [作成] を選択します。
9. スキーマでページ分割とリレーションが使用される (GraphQL 接続による) チュートリアルの高度なセ

クションに進まない場合には、「リゾルバーを設定する (p. 45)」に直接進むことができます。

ただし、ページ分割とリレーションで高度なセクションを実装している場合は、両方とも文字列
型である、todoid のプライマリキーと commentid のソートキーを持つ Comtid のソートキーを持
つ、Commentsページ分割とリレーションで高度なセクションを実装している場合は、両方とも文字
列型である、todoid のプライマリキーと commentid のソートキーを持つ、ページ分割とリレーショ
ンで高度なセクションを実装している場合は、両方とも文字列型である、todoid さらに、文字列型
のtodoidパーティションキーを持つtodoid-indexというテーブル上にグローバルセカンダリインデック
スを作成する必要があります。これを手動で作成するには、Amazon DynamoDB コンソールまたは以
下の AWS CloudFormation スタックを使用します。
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• Commentsテーブルに対する code: PutItemと code: Query の IAM 権限が必要です。前に示したよ
うに新しいロールの作成を使用することをお勧めします。

これでデータソースを接続したので、リゾルバーを使用してこれをスキーマに接続することができま
す。リゾルバーの構成に進んでください (p. 45)。

IAM 信頼ポリシー
データソースに既存の IAM ロールを使用している場合は、Amazon DynamoDB テーブルのPutItemなど
のAWSのリソースに対してオペレーションを実行するための適切なアクセス許可をロールに与える必要が
あります。また、そのロールの信頼ポリシーを次のポリシー例のように変更して、AWS AppSync がその
ロールを利用してリソースにアクセスできるようにする必要があります。

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

また、信頼ポリシーに条件を追加して、必要に応じてデータソースへのアクセスを制限することもできま
す。現在、SourceArnおよびSourceAccountキーはこれらの条件で使用できます。たとえば、次のポリ
シーでは、データソースへのアクセスを123456789012 アカウントに制限しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "appsync.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "123456789012" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

または、データソースへのアクセスを、次のポリシーを使用するabcdefghijklmnopqのような特定の 
API に制限することもできます。

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "appsync.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnEquals": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/abcdefghijklmnopq" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

次のポリシーを使用してAWS AppSync 、特定のリージョンからのすべての API へのアクセスを制限する
ことができます。us-east-1

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "appsync.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnEquals": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:appsync:us-east-1:123456789012:apis/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

ロールポリシー設定の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールの変更」を参照してください。

のAWS Lambdaリゾルバーのクロスアカウントアクセスの詳細についてはAWS AppSync、「のクロスア
カウントAWS Lambdaリゾルバの構築」を参照してくださいAWS AppSync。

リゾルバーの設定 (JavaScript)
GraphQL リゾルバーは、タイプのスキーマのフィールドをデータソースに接続します。リゾルバーは、リ
クエストが満たされるメカニズムです。

GraphQLAWSAppSyncJavaScript 表現をデータソースで使用できる形式に変換するために使用されてい
るリゾルバー。または、マッピングテンプレートを Apache Velocity Template Language (VTL) で記述し
て、GraphQL 表現をデータソースで使用できる形式に変換することもできます。

このセクションでは、を使用してリゾルバーを設定する方法を説明しますJavaScript。Resolver tutorials 
(JavaScript) には、JavaScriptを使用してリゾルバーを実装する方法に関する詳細なチュートリアルが掲載
されています。リゾルバーリファレンス (JavaScript) には、JavaScriptリゾルバーで使用できるユーティリ
ティ操作についての説明が記載されています。

前述のチュートリアルを使用する前に、このガイドに従うことをお勧めします。

このセクションでは、リゾルバーを作成する方法、ミューテーションについて説明します。
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最初のリゾルバーを作成します
前のセクションの例に従い、Query最初のステップはタイプに合ったリゾルバーを作成することです。

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、お使いの GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで「スキーマ」を選択します。

2. 「リゾルバー」というウィンドウがあります。このボックスには、スキーマウィンドウで定義さ
れているタイプとフィールドのリストが含まれています。リゾルバーをフィールドに接続できま
す。たとえば、クエリタイプでは、getTodosフィールドの横にある [添付] を選択します。

3. 「リゾルバーの作成」ページで、「関数の作成」を選択します。
4. データソースを選択し、関数に名前を付けSCAN_TODOS、関数コードを更新します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

/** 
 * Performs a scan on the dynamodb data source 
 */
export function request(ctx) { 
  return { operation: 'Scan' };
}

/** 
 * return a list of scanned todo items 
 */
export function response(ctx) { 
  return ctx.result.items;
}

5. [作成] を選択します。
6. リゾルバー画面に戻り、[関数の追加] ドロップダウンを選択し、関数リストに関数を追加しま

す。
7. 「作成」を選択してリゾルバーを作成します。

この例では、AWS AppSyncリクエストとレスポンスハンドラーを実装する関数を作成しました。この関数
は、データソースとのやりとりを担当します。リクエストハンドラーはScanAWS AppSync、DynamoDB 
データソースに対して実行する操作を指示するオペレーションをに送信します。レスポンスハンドラー
は、アイテムのリスト (ctx.result.items) を返します。その後、項目のリストは自動的にTodo
GraphQL タイプにマップされます。

ミューテーションのリゾルバーの追加
次のステップは、Mutationあなたのタイプに合ったリゾルバーを作成することです。

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、お使いの GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで「スキーマ」を選択します。

2. 「ミューテーションタイプ」で、addTodoフィールドの横にある「アタッチ」を選択します。
3. [関数を追加] を選択し、[新しい関数を作成] を選択します。
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4. 次のコードを使用して、DynamoDBCREATE_TODO に項目を追加するという名前の新しい関数を
作成します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

/** 
 * Sends a request to `put` an item in the DynamoDB data source 
 */
export function request(ctx) { 
  const { id, ...values } = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'PutItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id }), 
    attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values), 
  };
}

/** 
 * returns the result of the `put` operation 
 */
export function response(ctx) { 
  return ctx.result;
}

5. 関数を作成したら、リゾルバー画面に戻り、関数リストに追加します。「作成」を選択してリゾ
ルバーを作成します。

AWS AppSyncaddTodoフィールドで定義されている引数を DynamGraphQL オペレーションに
自動的に変換します。上記の例では、ミューテーションの引数で ctx.args.id として渡された
id のキーを使用して、レコードが DynamoDB に保存されます。渡した他のすべてのフィールド
は、util.dynamodb.toMapValues(values) を使用して自動的に DynamoDB 属性にマッピングされ
ます。

AWS AppSync では、リゾルバーを編集するためのテストとデバッグのワークフローもサポートされてい
ます。モック context オブジェクトを使用して、呼び出す前にテンプレートでの変換後の値を確認でき
ます。また、クエリを実行する際にデータソースへのリクエストの実行全体をインタラクティブに表示す
ることもできます。詳細については、「リゾルバーのテストとデバッグ (JavaScript)」と「モニタリングと
ロギング」を参照してください。

この時点で、高度なリゾルバーを使用していない場合は、「API を使用する」で説明されているように 
GraphQL API の使用を開始できます (p. 60)。

アドバンスドリゾルバー
「詳細設定」セクションを読んでいて、「ページ分割スキャンを行うスキーマの設計」でサンプルスキー
マを作成している場合は (p. 11)、SCAN_TODOS次のコードで関数を更新できます。

/** 
 * Performs a scan on the dynamodb data source 
 */
export function request(ctx) { 
  const { limit = 20, nextToken } = ctx.args; 
  return { operation: 'Scan', limit, nextToken };
}

/** 
 * @returns the result of the `put` operation 
 */
export function response(ctx) { 
  const { items: todos = [], nextToken } = ctx.result; 
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  return { todos, nextToken };
}

このようなページ分割のユースケースでは、関数レスポンスハンドラにはカーソル (クライアントが次に
開始するページがわかるように) と結果セット (theitems) の両方が含まれていなければならないため、単
なるパススルーではありません。

応答評価結果のフィールドは、TodoConnectionタイプで定義されているフィールドと一致する必要があ
ります。

Commentsテーブルがあって、その型のコメントフィールドを解決する (Todo型を返す[Comment]) リ
レーションの場合は、関連するコメントを別のデータソースから取得するリゾルバーを作成できます。そ
のためには、「データソースの添付」で説明されているように、Commentsテーブルのデータソースをす
でに作成しておく必要があります (p. 32)。

Note

ここでは、説明のみを目的として、2 つ目のテーブルに対してクエリオペレーションを使用して
います。代わりに、DynamoDB に対して別のオペレーションを使用できます。さらに、リレー
ションはGraphQLスキーマによって制御されるため、AmazonAWS LambdaOpenSearch Service
などの他のデータソースからデータを取得することもできます。

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、お使いの GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで「スキーマ」を選択します。

2. Todo タイプで、commentsフィールドの横にある [添付] を選択します。
3. [関数の追加] で [新しい関数の作成] を選択し、という名前の新しい関数を作成しま

すTODO_COMMENTS。

a. CommentDynamoDB データソースを選択し、次のコードを指定します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { id } = ctx.source; 
  return { 
    operation: 'Query', 
    index: 'todoid-index', 
    query: { 
      expression: 'todoid = :todoid', 
      expressionValues: util.dynamodb.toMapValues({ ':todoid': id }), 
    }, 
  };
}

export function response(ctx) { 
  return ctx.result.items;
}

b. 関数を保存し、その関数をリゾルバーに追加します。
4. 「create」を選択してリゾルバーを作成します。
5. ctx.source は、解決する現在のフィールドの親オブジェクトを参照します。この例で

は、ctx.source.id は個別の Todo オブジェクトを参照します。これはクエリ式に使用されま
す。

コンソールの「スキーマ」ページで、addCommentリゾルバーをフィールドに接続します。
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a. CREATE_COMMENT次のコードで呼び出される新しい関数を作成します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { todoid, ...values } = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'PutItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ todoid, commentid: util.autoId() }), 
    attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values), 
  };
}

export function response(ctx) { 
  return ctx.result;
}

b. 関数をリゾルバーに追加します。

この場合のリクエスト関数は、PutItemtodoid引数として指定された特定のリクエストを含む単純なリ
クエストを返しますが、utils.autoid()ユーティリティを使用してコメント用のユニークなソートキー
を作成します。

リゾルバーのテストとデバッグ (JavaScript)
AWSAppSyncデータソースに対してGraphQL します。パイプラインリゾルバーを操作する
場合、関数はデータソースと相互作用します。JavaScriptリゾルバーの概要で説明したよう
に、JavaScriptAPPSYNC_JS関数はランタイムで実行中に記述されたリクエストハンドラーとレスポンス
ハンドラーを使用してデータソースと通信します。これにより、データソースとの通信の前後にカスタム
のロジックと条件を提供できます。

開発者がリゾルバーを記述、テストおよびデバッグするのを支援するために、AWSAppSyncコンソールに
は、モックデータで GraphQL のリクエストとレスポンスを個々のフィールドのリゾルバーに至るまで作
成するためのツールも用意されています。さらに、AWSAppSyncコンソールでクエリ、ミューテーショ
ン、サブスクリプションを実行でき、CloudWatchリクエスト全体の Amazon からの詳細なログストリー
ムを確認できます。ログストリームにはデータソースからの結果も含まれています。

モックデータによるテスト
GraphQL リゾルバーが呼び出されるときに、そのリゾルバーには、プログラミングの対象であるリクエ
ストに関する情報が含まれている context オブジェクトが含まれています。このオブジェクトには、ク
ライアントからの引数、ID 情報、および親 GraphQL フィールドからのデータが含まれています。また、
データソースからの結果もあり、レスポンスハンドラーで使用できます。この構造とプログラミング時に
使用できるヘルパーユーティリティの詳細については、Resolverコンテキストオブジェクトリファレンス
を参照してください。

リゾルバー関数を記述または編集する場合に、モックまたはテスト のcontext オブジェクトをコンソー
ルエディタに渡すことができます。これにより、実際にデータソースに対して実行しなくても、リクエ
ストハンドラーとレスポンスハンドラーの両方がどのように評価されるかを確認できます。たとえば、
テストの firstname: Shaggy 引数を渡して、テンプレートのコードで ctx.args.firstname を使
用している場合にその引数がどのように評価されるかを確認できます。任意のユーティリティヘルパー 
(util.autoId()、util.time.nowISO8601() など) での評価をテストすることもできます。

テストのリゾルバー
この例では、AWSAppSyncコンソールを使用してリゾルバーをテストします。

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。
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a. API ダッシュボードで、お使いの GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで「機能」を選択します。

2. 既存の機能を選択してください。
3. 更新機能ページの上部にある [テストコンテキストの選択] を選択し、[新しいコンテキストの作成] を

選択します。
4. サンプルコンテキストオブジェクトを選択するか、下の「テストコンテキストの設定」ウィンドウに 

JSON を手動で入力します。
5. テキストコンテキスト名を入力します。
6. [保存] ボタンを選択します。
7. この模擬コンテキストオブジェクトを使用してリゾルバーを評価するには、[Run Test] を選択しま

す。

より実用的な例として、オブジェクトに対して自動 ID 生成を使用して Amazon DynamoDB に保存する 
GraphQLDog タイプを保存するアプリケーションがあるとします。また、一部の値を GraphQL ミュー
テーションの引数から書き込み、レスポンスが特定の 1 人のユーザーにのみ表示されるようにします。ス
キーマは次のようになります。

type Dog { 
  breed: String 
  color: String
}

type Mutation { 
  addDog(firstname: String, age: Int): Dog
}

AWSAppSyncaddDog関数を記述してリゾルバーに追加すると、ミューテーションを処理できま
す。AWSAppSync関数をテストするには、次の例のようにコンテキストオブジェクトを入力します。次の
例には、クライアントから引数として name と age があり、identity オブジェクトに入力されている
username があります。

{ 
    "arguments" : { 
        "firstname": "Shaggy", 
        "age": 4 
    }, 
    "source" : {}, 
    "result" : { 
        "breed" : "Miniature Schnauzer", 
        "color" : "black_grey" 
    }, 
    "identity": { 
        "sub" : "uuid", 
        "issuer" : " https://cognito-idp.{region}.amazonaws.com/{userPoolId}", 
        "username" : "Nadia", 
        "claims" : { }, 
        "sourceIp" :[  "x.x.x.x" ], 
        "defaultAuthStrategy" : "ALLOW" 
    }
}

AWSAppSync次のコードを使用して関数をテストできます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
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  return { 
    operation: 'PutItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id: util.autoId() }), 
    attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(ctx.args), 
  };
}

export function response(ctx) { 
  if (ctx.identity.username === 'Nadia') { 
    console.log("This request is allowed") 
    return ctx.result; 
  } 
  util.unauthorized();
}

評価されたリクエストおよびレスポンスハンドラーには、テストコンテキストオブジェクトからのデータ
と、からの生成された値が含まれますutil.autoId()。また、username を Nadia 以外の値に変更し
た場合は、認証チェックが失敗するため、結果は返されません。きめ細かなアクセス制御の詳細について
は、「認証のユースケース (p. 311)」を参照してください。

AWSAppSyncの API によるリクエストハンドラーとレスポンスハンドラーのテス
ト

EvaluateCodeAPI コマンドを使用して、モックデータを使用してコードをリモートでテストできます。
コマンドを開始するには、appsync:evaluateMappingCodeポリシーにアクセス権限を追加しているこ
とを確認してください。例:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "appsync:evaluateCode", 
            "Resource": "arn:aws:appsync:<region>:<account>:*" 
        } 
    ]
}

コマンドは、AWS CLIまたは AWSSDK を使用して活用できます。たとえば、DogAWSAppSync
前のセクションのスキーマとその関数リクエストハンドラーとレスポンスハンドラーを考えて
みましょう。ローカルステーションの CLI を使用して、コードをという名前のファイルに保存
しcode.js、contextcontext.jsonオブジェクトをという名前のファイルに保存します。シェルから、
次のコマンドを実行します。

$ aws appsync evaluate-code \ 
  --code file://code.js \ 
  --function response \ 
  --context file://context.json \ 
  --runtime name=APPSYNC_JS,runtimeVersion=1.0.0

レスポンスには、evaluationResultハンドラーから返されたペイロードを含むが含まれます。ま
た、logs評価中にハンドラーによって生成されたログのリストを保持するオブジェクトも含まれていま
す。これにより、コード実行のデバッグが容易になり、評価に関する情報を確認してトラブルシューティ
ングに役立てることができます。例:

{ 
    "evaluationResult": "{\"breed\":\"Miniature Schnauzer\",\"color\":\"black_grey\"}", 
    "logs": [ 
        "INFO - code.js:13:5: \"This request is allowed\"" 
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    ]
}

は JSONevaluationResult として解析でき、次のようになります。

{ 
  "breed": "Miniature Schnauzer", 
  "color": "black_grey"
}

SDKを使用すると、お気に入りのテストスイートのテストを簡単に組み込んで、ハンドラーの動作を検証
できます。Jest テストフレームワークを使用してテストを作成することをお勧めしますが、どのテストス
イートでも使用できます。次のスニペットは、仮想検証実行します。評価レスポンスは有効な JSON であ
ることを想定しているので、文字列レスポンスから JSONJSON.parse を取得するために使用することに
注意してください。

const AWS = require('aws-sdk')
const fs = require('fs')
const client = new AWS.AppSync({ region: 'us-east-2' })
const runtime = {name:'APPSYNC_JS',runtimeVersion:'1.0.0')

test('request correctly calls DynamoDB', async () => { 
  const code = fs.readFileSync('./code.js', 'utf8') 
  const context = fs.readFileSync('./context.json', 'utf8') 
  const contextJSON = JSON.parse(context) 
   
  const response = await client.evaluateCode({ code, context, runtime, function: 
 'request' }).promise() 
  const result = JSON.parse(response.evaluationResult) 
   
  expect(result.key.id.S).toBeDefined() 
  expect(result.attributeValues.firstname.S).toEqual(contextJSON.arguments.firstname)
})

これにより、次のような結果になります。

Ran all test suites.
> jest

PASS ./index.test.js
# request correctly calls DynamoDB (543 ms)
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 1 passed, 1 total
Snapshots: 0 totalTime: 1.511 s, estimated 2 s

ライブクエリをデバッグする
本稼働アプリケーションをデバッグするエンドツーエンドのテストとログ記録に代わるものはありませ
ん。AWSAppSyncユーザーが Amazon を使用してエラーと完全なリクエストの詳細をログ記録できます
CloudWatch。さらに、AWSAppSyncコンソールを使用して、GraphQL クエリ、ミューテーション、お
よびサブスクリプションをテストでき、各リクエストのライブストリームログデータをクエリエディタに
戻してリアルタイムでデバッグできます。サブスクリプションに関して表示されるログは接続時の情報で
す。

これを実行するには、「モニタリングとロギング (p. 275)」で説明しているよう
に、AmazonCloudWatch Logs を事前に有効にしておく必要があります。次に、AWSAppSyncコンソー
ルで [クエリ] タブを選択し、有効な GraphQL クエリを入力します。右下のセクションで、ログウィンド
ウをクリックしてドラッグし、ログビューを開きます。ページの上部にある再生矢印アイコンを選択して 
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GraphQL クエリを実行します。しばらくすると、そのオペレーションのリクエストとレスポンスの完全な
ログが、このセクションにストリーミングされ、コンソールで表示できます。

パイプラインリゾルバー (JavaScript)
AWS AppSync GraphPipeline でリゾルバ―を実行します。場合によっては、アプリケーションは 1 つの 
GraphQL フィールドを解決するために複数のオペレーションを実行する必要があります。パイプラインリ
ゾルバーを使用すると、開発者は関数と呼ばれる操作を作成して順番に実行できるようになりました。パ
イプラインリゾルバーは、たとえば、フィールドのデータを取得する前に承認チェックを実行する必要が
あるアプリケーションに便利です。

JavaScript パイプラインリゾルバーのアーキテクチャの詳細については、「JavaScript リゾルバーの概
要」を参照してください。

パイプラインリゾルバーを作成します。
AWS AppSync コンソールで、[スキーマ] ページに移動します。

以下のスキーマを保存します。

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}

type Mutation { 
    signUp(input: Signup): User
}

type Query { 
    getUser(id: ID!): User
}

input Signup { 
    username: String! 
    email: String!
}

type User { 
    id: ID! 
    username: String 
    email: AWSEmail
}

パイプラインリゾルバーをミューテーションタイプのSignUpフィールドに書き込みます。右側の [ミュー
テーション] タイプに入力し、[signUpフィールド] の横の [リゾルバーのアタッチ] を選択します。[Create 
Resolver (リゾルバーの作成)] ページで、[Switch to Pipeline (パイプラインの切り替え)] ボタンをクリック
します。

パイプラインリゾルバーは、最初に E メールアドレスの入力を検証してからシステムにユーザーを保存す
ることで、ユーザーをサインアップします。E メールの検証を validateEmail 関数内にカプセル化し、ユー
ザーの保存を saveUser 関数内にカプセル化します。validateEmail 関数が最初に実行され、E メールが有
効であれば、saveUser 関数が実行されます。

実行フローは次のようになります。

1. Mutation.サインアップリゾルバーリクエストハンドラー
2. validateEmail 関数
3. saveUser 関数
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4. Mutation.Signup リゾルバーレスポンスハンドラー

API の他のリゾルバーで validateEmail 関数を再利用することが多いため、GraphQL フィールド間で
アクセス先の ctx.args が変わるのを避けるとします。この場合、代わりに ctx.stash を使用し
て、signUp(input: Signup) 入力フィールド引数からの email 属性を保存できます。

リゾルバーコードを次のように更新してください。

export function request(ctx) { 
    ctx.stash.email = ctx.args.input.email 
    return {};
}

export function response(ctx) { 
    return ctx.prev.result;
}

関数の作成
パイプラインリゾルバーページの [関数] セクションで、[関数の作成] をクリックします。リゾルバーペー
ジを通らずに関数を作成することもできます。そのためには、AWS AppSync コンソールで [関数] ページ
に進みます。[関数の作成] ボタンを選択します。E メールが有効であり特定のドメインからのものかどう
かをチェックする関数を作成しましょう。E メールが無効な場合、この関数はエラーを発生させます。そ
れ以外の場合、渡された入力をすべて転送します。

関数ページで NONE データソースを選択し、validateEmail コードを入力します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { email } = ctx.stash; 
  const valid = util.matches( 
    '^[a-zA-Z0-9_.+-]+@(?:(?:[a-zA-Z0-9-]+.)?[a-zA-Z]+.)?(xmyvaliddomain).com', 
    email 
  ); 
  if (!valid) { 
    util.error(`"${email}" is not a valid email.`); 
  } 

  return { payload: { email } };
}

export function response(ctx) { 
  return ctx.result;
}

これで、validateEmail 関数が作成されました。これらの手順を繰り返して、次のコードで saveUser 関数
を作成します。シンプルになるように、NONE データソースを使用し、関数が実行された後にユーザーが
システムに保存されているように見せかけています。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  return ctx.prev.result;
}

export function response(ctx) { 
  ctx.result.id = util.autoId(); 
  return ctx.result;
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}

先ほど、saveUser 関数を作成しました。

パイプラインリゾルバーに関数を追加する
先ほど作成したパイプラインリゾルバーには関数が自動的に追加されています。コンソールの [関数] 
ページで関数を作成した場合は、リゾルバーページの [Add Function (関数の追加)] をクリックして、
それらの関数をアタッチできます。validateEmail と saveUser の両方の関数をリゾルバーに追加しま
す。validateEmail 関数は saveUser 関数の前に配置する必要があります。関数を追加すると、上矢印と下
矢印を使用して関数の実行順序を並べ替えることができます。

クエリを実行する
AWS AppSync コンソールで、[クエリ] ページに移動します。以下のクエリを入力します。

mutation { 
  signUp(input: {    email: "nadia@myvaliddomain.com"    username: "nadia" 
  }) { 
    id 
    username 
  }
}

以下のような内容が返されるはずです。

{ 
  "data": { 
    "signUp": { 
      "id": "256b6cc2-4694-46f4-a55e-8cb14cc5d7fc", 
      "username": "nadia" 
    } 
  }
}

これで、パイプラインリゾルバーを使用して、ユーザーをサインアップし、入力 E メールを検証できまし
た。

リゾルバー (VTL) の設定
GraphQL リゾルバーは、タイプのスキーマのフィールドをデータソースに接続します。リゾルバーは、リ
クエストが処理されるメカニズムです。AWS AppSync スキーマからリゾルバーを自動的に作成して接続
でき (p. 63)、またはスキーマを作成し、既存のテーブルからリゾルバーと接続できます (p. 67)。こ
のときコードを記述する必要はありません。

GraphQLAWS AppSync JavaScript 表現をデータソースで使用できる形式に変換するために使用されてい
るリゾルバー。または、マッピングテンプレートを Apache Velocity Template Language (VTL) で記述し
て、GraphQL 表現をデータソースで使用できる形式に変換できます。

このセクションでは、VTL を使用してリゾルバーを構成する方法を説明します。リゾルバーの記述に関す
る導入チュートリアルスタイルのプログラミングガイドは、リゾルバーの記述テンプレートコンテキスト
リファレンスにあり、リゾルバーの記述時に使用できるヘルパーユーティリティは (p. 457)、リゾルバー
のマッピングテンプレートコンテキストリファレンス (p. 468)にあります。AWS AppSync には、最初か
ら編集またはオーサリングするときに使用できるテストとデバッグフローが組み込まれています。詳細に
ついては、リゾルバーのテストとデバッグを参照してください (p. 54)。

前述のチュートリアルを使用する前に、このガイドに従うことをお勧めします。
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このセクションでは、リゾルバーの作成、ミューテーションリゾルバーの追加、高度な構成の使用につい
て説明します。

最初のリゾルバーの作成
前のセクションの例に従って、Query最初のステップは使用するタイプのリゾルバーを作成することで
す。

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、使用している GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで、「スキーマ」を選択します。

2. ページの右側には、Resolversというウィンドウがあります。このボックスには、ページの左側
にあるスキーマウィンドウで定義されているタイプとフィールドのリストが含まれています。
フィールドにリゾルバーをアタッチできます。たとえば、[クエリタイプ] で、getTodosフィール
ドの横にある [添付] を選択します。

3. 「リゾルバーの作成」ページで、『データソースのアタッチ』ガイドで作成したデータソースを
選択します。「マッピングテンプレートの設定」ウィンドウでは、右側のドロップダウンリスト
を使用して一般的な要求マッピングテンプレートと応答マッピングテンプレートの両方を選択す
るか、独自のテンプレートを作成できます。

Note

リクエストマッピングテンプレートとレスポンスマッピングテンプレートのペアリング
は、ユニットリゾルバーと呼ばれます。ユニットリゾルバーは通常、ルート操作を実行
することを目的としています。データソースの数が少ない単一の操作にのみ使用するこ
とをお勧めします。より複雑な操作には、複数のデータソースで複数の操作を順番に実
行できるパイプラインリゾルバーの使用をお勧めします。
リクエストとレスポンスのマッピングテンプレートに関する違いの詳細については、
「ユニットリゾルバー」を参照してください。
パイプラインリゾルバーの使いに関する詳細については、「パイプラインリゾル
バー (p. 57)」を参照してください。

4. よくあるユースケースについては、AWS AppSync コンソールに、データソースから項目を取得
するための組み込みテンプレート (全項目のクエリ、個別のルックアップなど) があります。たと
えば、「Designing your schema」のスキーマをページネーションのないシンプルなバージョンで
使用すると (p. 11)、アイテムを一覧表示するためのリクエストマッピングテンプレートは次の
ようになります。getTodos

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Scan"
}

5. リクエストには常にレスポンスマッピングテンプレートが必要です。コンソールには、リストの
値をパススルーする次のようなデフォルトのテンプレートがあります。

$util.toJson($ctx.result.items)

この例では、項目のリストに対する context オブジェクト ($ctx としてエイリアスが作成され
た) の形式は $context.result.items です。GraphQL オペレーションが単一の項目を返す場
合、返されます$context.result。AWS AppSyncは、$util.toJson次のような一般的な操
作用のヘルパー関数を提供します。応答を適切にフォーマットするために、前にリストした関数
など。関数の全リストについては、「リゾルバーマッピングテンプレートユーティリティリファ
レンス (p. 476)」を参照してください。
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6. 「リゾルバーを保存」を選択します。

API

1. CreateResolverAPI を呼び出してリゾルバーオブジェクトを作成します。
2. UpdateResolverAPI を呼び出すことで、リゾルバーのフィールドを変更できます。

CLI

1. create-resolverコマンドを実行してリゾルバーを作成します。

このコマンドには、次の 6 つのパラメータを入力する必要があります。

1. api-id使用している API の。
2. スキーマで変更するタイプのです。type-nameコンソールの例では、これはでしたQuery。
3. タイプ内で変更したいフィールドの。field-nameコンソールの例では、これはでし

たgetTodos。
4. 『data-source-nameデータソースの接続』ガイドで作成したデータソースの。
5. request-mapping-templateがリクエストの本文です。コンソールの例では、次のようにな

ります。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Scan"
}

6. はレスポンスの本文です。response-mapping-templateコンソールの例では、次のように
なります。

$util.toJson($ctx.result.items)

コマンド例は次のようになります。

aws appsync create-resolver --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --type-name Query 
 --field-name getTodos --data-source-name TodoTable --request-mapping-template 
 "{ "version" : "2017-02-28", "operation" : "Scan", }" --response-mapping-template 
 ""$"util.toJson("$"ctx.result.items)"

出力は CLI に返されます。例を示します。

{ 
    "resolver": { 
        "kind": "UNIT", 
        "dataSourceName": "TodoTable", 
        "requestMappingTemplate": "{ version : 2017-02-28, operation : Scan, }", 
        "resolverArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/Query/resolvers/getTodos", 
        "typeName": "Query", 
        "fieldName": "getTodos", 
        "responseMappingTemplate": "$util.toJson($ctx.result.items)" 
    }
}

2. リゾルバーのフィールドやマッピングテンプレートを変更するには、update-resolverコマン
ドを実行します。
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api-idパラメータを除き、コマンドで使用されているパラメータは、create-resolverコマン
ドの新しい値によって上書きされます。update-resolver

ミューテーションのリゾルバーの追加
次のステップは、Mutation使用するタイプのリゾルバーを作成することです。

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、使用している GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで、「スキーマ」を選択します。

2. ミューテーションタイプで、addTodoフィールドの横にある [アタッチ] を選択します。
3. 「リゾルバーの作成」ページで、『データソースのアタッチ』ガイドで作成したデータソースを

選択します。
4. これは DynamoDB に新しい項目を追加するミューテーションであるため、[マッピングテンプ

レートを設定] ウィンドウでリクエストテンプレートを変更する必要があります。次のリクエスト
マッピングテンプレートを使用します。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }, 
    "attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)
}

5. AWS AppSync addTodoフィールドで定義されている引数を GraphQL スキーマから 
DynamoDB オペレーションに自動的に変換します。上記の例では、ミューテーションの引数で
$ctx.args.id として渡された id のキーを使用して、レコードが DynamoDB に保存されま
す。渡した他のすべてのフィールドは、$util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)
を使用して自動的に DynamoDB 属性にマッピングされます。

このリゾルバーでは、次のレスポンスマッピングテンプレートを使用します。

$util.toJson($ctx.result)

AWS AppSync リゾルバーの編集に関するテストとデバッグのワークフローもサポートされて
います。モック context オブジェクトを使用して、呼び出す前にテンプレートでの変換後の
値を確認できます。また、クエリを実行する際にデータソースへのリクエストの実行全体をイ
ンタラクティブに表示することもできます。詳細については、「リゾルバーのテストとデバッ
グ (p. 54)」と「モニタリングとロギング (p. 275)」を参照してください。

6. 「リゾルバーを保存」を選択します。

API

これは、「最初のリゾルバーの作成」セクションのコマンドとこのセクションのパラメーターの詳細
を利用して、APIを使用して行うこともできます。

CLI

CLIでは、「最初のリゾルバーの作成」セクションのコマンドとこのセクションのパラメーターの詳細
を利用してこれを行うこともできます。
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この時点で、アドバンストリゾルバーを使用していない場合は、「APIを使用する」で説明されているよ
うに、GraphQL APIの使用を開始できます (p. 60)。

アドバンスドリゾルバー
詳細セクションに従い、「ページ分割スキャンを実行するためのスキーマの設計」でサンプルスキーマ
を作成している場合は、getTodos代わりに次のリクエストテンプレートをフィールドに使用してくださ
い (p. 11)。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Scan", 
    "limit": $util.defaultIfNull(${ctx.args.limit}, 20), 
    "nextToken": $util.toJson($util.defaultIfNullOrBlank($ctx.args.nextToken, null))
}

このページ分割のユースケースでは、レスポンスマッピングに cursor (クライアントが次の開始ページ
を知るため) と結果セットの両方が含まれている必要があるため、レスポンスマッピングは単なるパスス
ルーではありません。マッピングテンプレートは次のようになります。

{ 
    "todos": $util.toJson($context.result.items), 
    "nextToken": $util.toJson($context.result.nextToken)
}

前述のレスポンスマッピングテンプレート内のフィールドは、TodoConnection 型で定義されている
フィールドと一致している必要があります。

Commentsテーブルがあり、Todoそのタイプ（タイプを返す[Comment]）のコメントフィールドを解決す
るリレーションの場合は、2 番目のテーブルに対してクエリを実行するマッピングテンプレートを使用で
きます。そのためには、「データソースの添付」で説明されているように、Commentsテーブルのデータ
ソースをすでに作成しておく必要があります (p. 32)。

Note

ここでは説明のみを目的として、2 番目のテーブルに対するクエリ操作を使用しています。代わ
りに、DynamoDB に対して別のオペレーションを使用できます。さらに、リレーションはお客様
の GraphQL スキーマによって制御されるため、Amazon OpenSearch ServiceAWS Lambda など
の別のデータソースからデータを引き出すこともできます。

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、使用している GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで、「スキーマ」を選択します。

2. Todo タイプで、commentsフィールドの横にある [添付] を選択します。
3. リゾルバーの作成ページで、コメントテーブルのデータソースを選択します。クイックスタート

ガイドの「コメント」テーブルのデフォルト名はですがAppSyncCommentTable、付けた名前に
よって異なる場合があります。

4. 次のスニペットをリクエストマッピングテンプレートに追加します。

{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "Query", 
    "index": "todoid-index", 
    "query": { 
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        "expression": "todoid = :todoid", 
        "expressionValues": { 
            ":todoid": { 
                "S": $util.toJson($context.source.id) 
            } 
        } 
    }
}

5. context.source は、解決する現在のフィールドの親オブジェクトを参照します。この例で
は、source.id は個別の Todo オブジェクトを参照します。これはクエリ式に使用されます。

次のようにパススルーのレスポンスマッピングテンプレートを使用できます。

$util.toJson($ctx.result.items)

6. 「リゾルバーを保存」を選択します。
7. 最後に、コンソールのスキーマページに戻り、addCommentフィールドにリゾルバーをアタッ

チし、Commentsテーブルのデータソースを指定します。この例のリクエストマッピングテンプ
レートは、引数としてコメントされる特定の todoid を含む単純な PutItem ですが、次のよう
に $utils.autoId() ユーティリティを使用してコメントに対して一意なソートキーを作成しま
す。

{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "PutItem", 
    "key": { 
        "todoid": { "S": $util.toJson($context.arguments.todoid) }, 
        "commentid": { "S": "$util.autoId()" } 
    }, 
    "attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)
}

次のようにパススルーレスポンステンプレートを使用します。

$util.toJson($ctx.result)

API

これは、「最初のリゾルバーの作成」セクションのコマンドとこのセクションのパラメーターの詳細
を利用して、APIを使用して行うこともできます。

CLI

CLIでは、「最初のリゾルバーの作成」セクションのコマンドとこのセクションのパラメーターの詳細
を利用してこれを行うこともできます。

ダイレクト Lambda リゾルバー (VTL)
ダイレクト Lambda リゾルバーを使用すると、AWS Lambdaデータソースを使用するときに VTL マッピ
ングテンプレートの使用を回避できます。AWS AppSync Lambda 関数にデフォルトのペイロードを提
供できるだけでなく、Lambda 関数の応答から GraphQL タイプへのデフォルト変換も提供できます。リ
クエストテンプレート、レスポンステンプレート、またはどちらも指定しないかを選択できます。AWS 
AppSync その選択に応じて処理します。

デフォルトのリクエストペイロードとレスポンスの翻訳の詳細については、AWS AppSync 提供されるデ
フォルトのリクエストペイロードとレスポンスの翻訳の詳細については、「Lambda リゾルバーの直接リ
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ファレンス (p. 575)」を参照してください。AWS Lambdaデータソースの設定と IAM 信頼ポリシーの設
定の詳細については、「データソースのアタッチ (p. 32)」を参照してください。

ダイレクト Lambda リゾルバーを設定する
以下のセクションでは、Lambda データソースをアタッチし、Lambda リゾルバーをフィールドに追加す
る方法を示します。

Lambda データソースを追加する
ダイレクト Lambda リゾルバーをアクティブ化する前に、Lambda リゾルバーをアクティブ化する前
に、Lambda データソースを追加する必要があります。

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、使用している GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで、「データソース」を選択します。

2. [Create data source (データソースを作成)] を選択します。

a. データソース名を使用する場合、myFunction のようなデータソースの名前を入力します。
b. [データソースタイプ] で [AWS Lambda関数] を選択します。
c. [リージョン] で、該当するリージョンを選択します。
d. 関数 ARNを使用する場合は、ドロップダウンリストから Lambda 関数を選択します。関数名

を検索するか、使用する関数の ARN を手動で入力します。
e. 次に、新しい IAM ロールを作成するか (推奨)、lambda:invokeFunction への IAM アクセ

ス許可を持つ既存のロールを選択します。データソースのアタッチで説明しているように、
既存のロールに信頼ポリシーが必要です (p. 32)。

次に、リソースで操作を実行するために必要なアクセス許可を持つ IAM ポリシーの例を示し
ます。

{  
     "Version": "2012-10-17",  
     "Statement": [  
         {  
             "Effect": "Allow",  
             "Action": [ "lambda:invokeFunction" ],  
             "Resource": [  
                 "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction",  
                 "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction:*"  
             ]  
         }  
     ]  
 }

3. [Create Server (サーバーの作成)] ボタンを選択します。

API

1. CreateDataSourceAPI を呼び出してデータソースオブジェクトを作成します。
2. データソースの属性を更新するには、UpdateDataSourceAPI を呼び出します。

CLI

1. create-data-sourceコマンドを実行してデータソースオブジェクトを作成します。
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このコマンドには、次の 4 つのパラメータを入力する必要があります。

1. api-id使用している API の。
2. nameデータソースの。コンソールの例では、これはデータソース名です。
3. typeのデータソース。コンソールの例では、AWS Lambdaこれは関数です。
4. はlambda-config、コンソールの例では関数 ARN です。

Note

Region設定が必要なパラメータは他にもありますが、通常はデフォルトで CLI の設定値
になります。

コマンドは以下のようになります。

aws appsync create-data-source --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --name 
 myFunction --type AWS_LAMBDA --lambda-config lambdaFunctionArn=arn:aws:lambda:us-
west-2:102847592837:function:appsync-lambda-example

出力は CLI に返されます。例を示します。

{ 
    "dataSource": { 
        "dataSourceArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:102847592837:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/datasources/myFunction", 
        "type": "AWS_LAMBDA", 
        "name": "myFunction", 
        "lambdaConfig": { 
            "lambdaFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:102847592837:function:appsync-lambda-example" 
        } 
    }
}

2. データソースの属性を変更するには、update-data-sourceコマンドを実行します。

api-idパラメータを除き、コマンドで使用されているパラメータは、create-data-sourceコ
マンドの新しい値によって上書きされます。update-data-source

ダイレクト Lambda リゾルバをアクティブ化する

Lambda データソースを作成し、適切な IAM ロールを設定して Lambda 関数を呼び出す許可をあたえる
と、AWS AppSync その関数を呼び出す許可をあたえると、その関数を呼び出す許可をあたえると、その
関数を呼び出す許可をあたえると、その関数を呼び出す許可をあたえると、その関数を

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、使用している GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで、「スキーマ」を選択します。

2. 「リゾルバー」ウィンドウで、フィールドまたは操作を選択し、「アタッチ」ボタンを選択しま
す。

3. 新しいリゾルバーを作成するページで、ドロップダウンリストから Lambda 関数を選択します。
4. ダイレクト Lambda リゾルバーを利用するには、リクエストとレスポンスのマッピングテンプ

レートがマッピングテンプレートを設定するセクションで無効になっていることを確認します。
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5. 「リゾルバーの保存」ボタンを選択します。

API

• CreateResolverAPI を呼び出してリゾルバーオブジェクトを作成します。

ダイレクト Lambda リゾルバーを利用するために設定すべき重要なパラメータオプションがいく
つかあります。

1. dataSourceNameは Lambda 関数を指します。
2. この機能を無効にするため、value (" ") は空白にしてくださ

い。requestMappingTemplate

3. この機能を無効にするため、value (" ") は空白にしてくださ
い。responseMappingTemplate

CLI

• create-resolverコマンドを実行してリゾルバーを作成します。

このコマンドには、次の 6 つのパラメータを入力する必要があります。

1. api-id使用している API の。
2. スキーマのタイプの。type-name

3. スキーマのフィールドの。field-name

4. data-source-name、または使用している Lambda 関数の名前。
5. はリクエストの本文です。request-mapping-templateコンソールの例では、これは無効に

なっています。

" "

6. はレスポンスの本文です。response-mapping-templateコンソールの例では、これも無効
になっています。

" "

コマンドは以下のようになります。

aws appsync create-resolver --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --type-name 
 Subscription --field-name onCreateTodo --data-source-name LambdaTest --request-
mapping-template " " --response-mapping-template " "

出力は CLI に返されます。例を示します。

{ 
    "resolver": { 
        "resolverArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:102847592837:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/Subscription/resolvers/onCreateTodo", 
        "typeName": "Subscription", 
        "kind": "UNIT", 
        "fieldName": "onCreateTodo", 
        "dataSourceName": "LambdaTest" 
    }
}
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マッピングテンプレートを無効にすると、AWS AppSync他にも次のような動作が発生します。

• マッピングテンプレートを無効にすると、[ダイレクト Lambda リゾルバーリファレンス (p. 575)] で指
定されたデフォルトのデータ変換を受け入れる AWS AppSync に信号を送ります。

• リクエストマッピングテンプレートを無効にすると、Lambda データソースは、Context (p. 468)オブ
ジェクト全体で構成されるペイロードを受け取ります。

• レスポンスマッピングテンプレートを無効にすると、リクエストマッピングテンプレートのバージョ
ン、またはリクエストマッピングテンプレートも無効になっているかどうかに応じて、Lambda 呼び出
しの結果が変換されます。

テスト/デバッグリゾルバー (VTL)
AWS AppSync データソースに対してGraphQL フィールドのリゾルバーを実行します。リゾルバーマッピ
ングテンプレートの概要で説明したように (p. 450)、リゾルバーはテンプレート言語を使用してデータ
ソースと通信します。これにより、ユーザーはリゾルバーの動作をカスタマイズでき、データソースとや
り取りする前後にロジックおよび条件を適用できます。リゾルバーを作成するための入門チュートリアル
スタイルのプログラミングガイドについては、リゾルバーマッピングテンプレートのプログラミングガイ
ドを参照してください (p. 457)。

開発者がリゾルバーを記述、テストおよびデバッグするのを支援するために、AWS AppSync コンソー
ルには、モックデータで GraphQL のリクエストとレスポンスを個々のフィールドのリゾルバーに至るま
で作成するためのツールも用意されています。さらに、AWS AppSync コンソールでクエリ、ミューテー
ション、サブスクリプションを実行でき、 CloudWatch リクエスト全体の Amazon からの詳細なログスト
リームを確認できます。ログストリームにはデータソースからの結果も含まれています。

モックデータによるテスト
GraphQL リゾルバーが呼び出されるときに、そのリゾルバーには、プログラミングの対象であるリクエ
ストに関する情報が含まれている context オブジェクトが含まれています。このオブジェクトには、ク
ライアントからの引数、ID 情報、および親 GraphQL フィールドからのデータが含まれています。また、
データソースからの結果も含まれていて、それをレスポンステンプレートで使用できます。この構造体お
よびプログラミング時に使用可能なヘルパーユーティリティの詳細については、「リゾルバーのマッピン
グテンプレートのコンテキストリファレンス (p. 468)」を参照してください。

リゾルバーを作成または編集するときに、contextモックオブジェクトまたはテストオブジェクトをコン
ソールエディターに渡すことができます。これにより、実際にデータソースに対して実行することなく、
リクエストとレスポンスの両方のテンプレートでどのように評価されるかを確認できます。たとえば、
テストの firstname: Shaggy 引数を渡して、テンプレートのコードで $ctx.args.firstname を使
用している場合にその引数がどのように評価されるかを確認できます。任意のユーティリティヘルパー 
($util.autoId()、util.time.nowISO8601() など) での評価をテストすることもできます。

テストリゾルバー

この例では、AWS AppSync コンソールを使用してリゾルバーをテストします。

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、使用している GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで「スキーマ」を選択します。

2. まだ行っていない場合は、タイプの下にあるフィールドの横にある [アタッチ] を選択してリゾルバー
を追加します。

完全なリゾルバーを構築する方法の詳細については、「リゾルバーの設定」を参照してください。

それ以外の場合は、すでにフィールドにあるリゾルバーを選択してください。
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3. 「リゾルバーの編集」 ページの上部にある 「テストコンテキストを選択」を選択し、「新規コンテキ
ストの作成」を選択します。

4. サンプルコンテキストオブジェクトを選択するか、下の「実行コンテキスト」ウィンドウで JSON を
手動で入力します。

5. テキストコンテキスト名を入力します。
6. [保存] ボタンを選択します。
7. 「リゾルバーの編集」 ページの上部にある「テストを実行」を選択します。

より実用的な例として、オブジェクトに対して自動 ID 生成を使用して Amazon DynamoDB に保存する、
オブジェクトに対して自動 ID 生成を使用して Amazon DynamoDBDog に保存するアプリケーションがあ
るとします。また、一部の値を GraphQL ミューテーションの引数から書き込み、レスポンスが特定の 1 
人のユーザーにのみ表示されるようにします。スキーマは次のようになります。

type Dog { 
  breed: String 
  color: String
}

type Mutation { 
  addDog(firstname: String, age: Int): Dog
}

addDogミューテーションのリゾルバーを追加すると、次の例のようにコンテキストオブジェクトを設定で
きます。次の例には、クライアントから引数として name と age があり、identity オブジェクトに入力
されている username があります。

{ 
    "arguments" : { 
        "firstname": "Shaggy", 
        "age": 4 
    }, 
    "source" : {}, 
    "result" : { 
        "breed" : "Miniature Schnauzer", 
        "color" : "black_grey" 
    }, 
    "identity": { 
        "sub" : "uuid", 
        "issuer" : " https://cognito-idp.{region}.amazonaws.com/{userPoolId}", 
        "username" : "Nadia", 
        "claims" : { }, 
        "sourceIp" :[  "x.x.x.x" ], 
        "defaultAuthStrategy" : "ALLOW" 
    }
}

これを、以下のリクエストとレスポンスのマッピングテンプレートを使用してテストします。

リクエストテンプレート

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key" : { 
        "id" : { "S" : "$util.autoId()" } 
    }, 
    "attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)
}
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レスポンステンプレート

#if ($context.identity.username == "Nadia") 
  $util.toJson($ctx.result)
#else 
  $util.unauthorized()
#end

評価後のテンプレートには、テストコンテキストオブジェクトからのデータと、$util.autoId() から
生成された値があります。また、username を Nadia 以外の値に変更した場合は、認証チェックが失敗
するため、結果は返されません。きめ細かなアクセスコントロールの詳細については、「認証のユース
ケース (p. 311)」を参照してください。

AWS AppSyncの API によるマッピングテンプレートのテスト
EvaluateMappingTemplateAPI コマンドを使用して、モックデータを使用してマッピングテンプレー
トをリモートでテストできます。コマンドを開始するには、appsync:evaluateMappingTemplateポリ
シーにアクセス権限を追加していることを確認してください。例:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "appsync:evaluateMappingTemplate", 
            "Resource": "arn:aws:appsync:<region>:<account>:*" 
        } 
    ]
}

コマンドは、AWS CLIまたは AWSSDK を使用して活用できます。たとえば、Dog前のセクショ
ンのスキーマとそのリクエスト/レスポンスマッピングテンプレートを見てみましょう。ロー
カルステーションの CLI を使用して、リクエストテンプレートをという名前のファイルに保存
しrequest.vtl、contextcontext.jsonオブジェクトをという名前のファイルに保存します。シェル
から、次のコマンドを実行します。

aws appsync evaluate-mapping-template --template file://request.vtl --context file://
context.json

このコマンドは次のレスポンスを返します。

{ 
  "evaluationResult": "{\n    \"version\" : \"2017-02-28\",\n    
 \"operation\" : \"PutItem\",\n    \"key\" : {\n        \"id\" : { \"S\" : 
 \"afcb4c85-49f8-40de-8f2b-248949176456\" }\n    },\n    \"attributeValues\" : {\"firstname
\":{\"S\":\"Shaggy\"},\"age\":{\"N\":4}}\n}\n"
}

evaluationResultには、提供されたテンプレートを提供されたテンプレートでテストした結果が含ま
れますcontext。AWSSDK を使用してテンプレートをテストすることもできます。 JavaScript V2 用の
AWS SDK を使用した例を次に示します。

const AWS = require('aws-sdk')
const client = new AWS.AppSync({ region: 'us-east-2' })

const template = fs.readFileSync('./request.vtl', 'utf8')
const context = fs.readFileSync('./context.json', 'utf8')

client 
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  .evaluateMappingTemplate({ template, context }) 
  .promise() 
  .then((data) => console.log(data))

SDK を使用すると、お気に入りのテストスイートからテストを簡単に組み込んで、テンプレートの動作を
検証できます。Jest Testing Framework を使用してテストを作成することをお勧めしますが、どのテスト
スイートでも機能します。次のスニペットは、検証の実行を仮想的に示しています。評価レスポンスは有
効な JSON であることを想定しているため、文字列レスポンスから JSONJSON.parse を取得するのに使
用していることに注意してください。

const AWS = require('aws-sdk')
const fs = require('fs')
const client = new AWS.AppSync({ region: 'us-east-2' })

test('request correctly calls DynamoDB', async () => { 
  const template = fs.readFileSync('./request.vtl', 'utf8') 
  const context = fs.readFileSync('./context.json', 'utf8') 
  const contextJSON = JSON.parse(context) 
   
  const response = await client.evaluateMappingTemplate({ template, context }).promise() 
  const result = JSON.parse(response.evaluationResult) 
   
  expect(result.key.id.S).toBeDefined() 
  expect(result.attributeValues.firstname.S).toEqual(contextJSON.arguments.firstname)
})

これを実行すると、次のような結果になります。

Ran all test suites.
> jest

PASS ./index.test.js
# request correctly calls DynamoDB (543 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 1 passed, 1 total
Snapshots: 0 total
Time: 1.511 s, estimated 2 s

ライブクエリのデバッグ
end-to-end 本稼働アプリケーションをデバッグするテストとログ記録に代わるものはありません。AWS 
AppSync ユーザーが Amazon を使用してエラーと完全なリクエストの詳細をログ記録できます 
CloudWatch。さらに、AWS AppSync コンソールを使用して、GraphQL クエリ、ミューテーション、お
よびサブスクリプションをテストでき、各リクエストのライブストリームログデータをクエリエディタに
戻してリアルタイムでデバッグできます。サブスクリプションに関して表示されるログは接続時の情報で
す。

これを実行するには、「モニタリングとロギング (p. 275)」で説明しているように、Amazon 
CloudWatch Logs を事前に有効にしておく必要があります。次に、AWS AppSync コンソールで [クエリ] 
タブを選択し、有効な GraphQL クエリを入力します。右下のセクションで、ログウィンドウをクリック
してドラッグし、ログビューを開きます。ページの上部にある再生矢印アイコンを選択して GraphQL ク
エリを実行します。しばらくすると、そのオペレーションのリクエストとレスポンスの完全なログが、こ
のセクションにストリーミングされ、コンソールで表示できます。

パイプラインリゾルバー (VTL)
AWS AppSync GraphQL フィールドでリゾルバーを実行します。場合によっては、アプリケーションは 1 
つの GraphQL フィールドを解決するために複数のオペレーションを実行する必要があります。パイプラ
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インリゾルバーを使用すると、開発者は関数と呼ばれる操作を作成して順番に実行できるようになりまし
た。パイプラインリゾルバーは、たとえば、フィールドのデータを取得する前に承認チェックを実行する
必要があるアプリケーションに便利です。

パイプラインリゾルバーは、Before マッピングテンプレート、After マッピングテンプレート、関数のリス
トで構成されています。各関数には、データソースに対して実行する要求と応答のマッピングテンプレー
トがあります。パイプラインリゾルバーは実行をリスト内の関数に委任するため、いずれのデータソー
スにもリンクされていません。ユニットリゾルバーと関数は、データソースに対してオペレーションを実
行するプリミティブです。詳細については、リゾルバーマッピングテンプレートの概要を参照してくださ
い (p. 450)。

パイプラインリゾルバーを作成する
AWS AppSync コンソールで、[スキーマ] ページに移動します。

以下のスキーマを保存します。

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}

type Mutation { 
    signUp(input: Signup): User
}

type Query { 
    getUser(id: ID!): User
}

input Signup { 
    username: String! 
    email: String!
}

type User { 
    id: ID! 
    username: String 
    email: AWSEmail
}

パイプラインリゾルバーをミューテーションタイプのSignUpフィールドに書き込みます。右側の [ミュー
テーション] タイプに入力し、[signUpフィールド] の横の [リゾルバーのアタッチ] を選択します。[Create 
Resolver (リゾルバーの作成)] ページで、[Switch to Pipeline (パイプラインの切り替え)] ボタンをクリック
します。このページには、Before マッピングテンプレートテキスト領域、関数セクション、After マッピン
グテンプレートテキスト領域の 3 つのセクションが表示されています。

パイプラインリゾルバーは、最初に E メールアドレスの入力を検証してからシステムにユーザーを保存す
ることで、ユーザーをサインアップします。E メールの検証を validateEmail 関数内にカプセル化し、ユー
ザーの保存を saveUser 関数内にカプセル化します。validateEmail 関数が最初に実行され、E メールが有
効であれば、saveUser 関数が実行されます。

実行フローは以下のようになります。

1. Mutation.signUp リゾルバーのリクエストマッピングテンプレート
2. validateEmail 関数
3. saveUser 関数
4. Mutation.signUp リゾルバーのレスポンスマッピングテンプレート
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API の他のリゾルバーで validateEmail 関数を再利用することが多いため、GraphQL フィールド間で
アクセス先の $ctx.args が変わるのを避けるとします。この場合、代わりに $ctx.stash を使用し
て、signUp(input: Signup) 入力フィールド引数からの email 属性を保存できます。

Before マッピングテンプレート:

## store email input field into a generic email key
$util.qr($ctx.stash.put("email", $ctx.args.input.email))
{}

コンソールから、デフォルトのパススルー After マッピングテンプレートを使用できます。

$util.toJson($ctx.result)

関数を作成する
パイプラインリゾルバーページの [関数] セクションで、[関数の作成] をクリックします。リゾルバーペー
ジを通らずに関数を作成することもできます。そのためには、AWS AppSync コンソールで [関数] ページ
に進みます。[関数の作成] ボタンを選択します。E メールが有効であり特定のドメインからのものかどう
かをチェックする関数を作成しましょう。E メールが無効な場合、この関数はエラーを発生させます。そ
れ以外の場合、渡された入力をすべて転送します。

関数ページで NONE データソースを選択し、validateEmail リクエストマッピングテンプレートに入力し
ます。

#set($valid = $util.matches("^[a-zA-Z0-9_.+-]+@(?:(?:[a-zA-Z0-9-]+\.)?[a-zA-Z]+\.)?
(myvaliddomain)\.com", $ctx.stash.email))
#if (!$valid) 
    $util.error("$ctx.stash.email is not a valid email.")
#end
{ 
    "payload": { "email": $util.toJson(${ctx.stash.email}) }
}

レスポンスマッピングテンプレート:

$util.toJson($ctx.result)

これで、validateEmail 関数が作成されました。これらの手順を繰り返して、以下のリクエストとレスポ
ンスのマッピングテンプレートで使用する saveUser 関数を作成します。シンプルになるように、NONE
データソースを使用し、関数が実行された後にユーザーがシステムに保存されているように見せかけてい
ます。

リクエストマッピングテンプレート:

## $ctx.prev.result contains the signup input values. We could have also
## used $ctx.args.input.
{ 
    "payload": $util.toJson($ctx.prev.result)
}

レスポンスマッピングテンプレート:

## an id is required so let's add a unique random identifier to the output
$util.qr($ctx.result.put("id", $util.autoId()))
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$util.toJson($ctx.result)

先ほど、saveUser 関数を作成しました。

パイプラインリゾルバーへの関数の追加
先ほど作成したパイプラインリゾルバーには関数が自動的に追加されています。コンソールの [関数] 
ページで関数を作成した場合は、リゾルバーページの [Add Function (関数の追加)] をクリックして、
それらの関数をアタッチできます。validateEmail と saveUser の両方の関数をリゾルバーに追加しま
す。validateEmail 関数は saveUser 関数の前に配置する必要があります。関数を追加するときには、上下
の矢印を使用して関数の実行順序を並べ替えることができます。

クエリの実行
AWS AppSync コンソールで、[クエリ] ページに移動します。以下のクエリを入力します。

mutation { 
  signUp(input: { 
    email: "nadia@myvaliddomain.com" 
    username: "nadia" 
  }) { 
    id 
    username 
  }
}

これは次のようなものを返すはずです。

{ 
  "data": { 
    "signUp": { 
      "id": "256b6cc2-4694-46f4-a55e-8cb14cc5d7fc", 
      "username": "nadia" 
    } 
  }
}

これで、パイプラインリゾルバーを使用して、ユーザーをサインアップし、入力 E メールを検証できまし
た。パイプラインリゾルバーに焦点を当てたより完全なチュートリアルについては、「チュートリアル: パ
イプラインリゾルバー (p. 213)」を参照してください。

API を使用する
GraphQL API に対して、スキーマがアップロードされ、データソースタイプが設定され、リゾルバー
がタイプに接続されたので、API をテストすることができます。次の 2 つの例は、「スキーマの設
計 (p. 11)」で説明した基本スキーマを使用したことを前提としています。

AWS AppSync で、[クエリ] タブを選択し、エディタに次のテキストを入力します。

mutation add { 
    addTodo(id:"123" name:"My TODO" description:"Testing AWS AppSync" priority:2){ 
        id 
        name 
        description 
        priority 
    }
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}

ミューテーションを実行するために上部にあるボタンを選択します。この実行が完了したら、選択セット 
(つまり、id、name、description、および priority) の結果が右側に表示されます。データは、デー
タソースの Amazon DynamoDB テーブルにもあります。コンソールを使用して確認できます。

ここで、次のようにクエリを実行します。

query list { 
    getTodos { 
        id 
        name 
    }
}

これはデータを返しますが、選択セットから 2 つのフィールド (id と name) のみを返します。

Note

タイプの検証エラーなどのエラーが表示される場合は FieldUndefined、リレーションとページ
ネーションの設定に関する指示に従った可能性があります。従っている場合は、次のセクション
でクエリを使用します。

リレーションとページ割りのリレーション
リレーションとページ分割を含む高度なスキーマを設定している場合、getTodos クエリは少し異なりま
す。まず、次のようにコメントを todo に追加します。

mutation addComment { 
    addComment(todoid:"123" content:"GraphQL is fun"){ 
        todoid 
        commentid 
        content 
    }
}

この場合、commentid は自動的に作成されます。さらにいくつかの todos および comments を追加して
limit を 2 レコードに設定し、次のように getTodos を実行します。

query list { 
    getTodos(limit:2){ 
        todos { 
            id 
            name 
            status 
            comments{ 
                commentid 
                content 
            } 
        } 
        nextToken 
    }
}

引数で limit:2 を指定しているため、2 つの todo のみが戻ります (コメント付き)。nextToken
フィールドに対しては、長い文字列が返されます。この文字列をコピーする場合、XXXXXXXXXXXX を
getTodos(limit:2 nextToken:"XXXXXXXXXXXX") に置き換えることで、これを getTodos の 2 番
目の引数として渡すことができます。例:
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query list { 
    getTodos(limit:2 
 nextToken:"eyJ2ZXJzaW9uejE1a2RPanZPQzFCMlFTdGNxdUFBQUJxekNDQWFjR0NTcUdTSWIzRFFFSEJxQ0NBWmd3Z2dHVUFnRUFNSUlCalFZSktvWklodmNOQVFjQk1CNEdDV0NHU0FGbEF3UUJMakFSQkF5eEtWQjUvTlJxS2o5ZHBYc0NBUkNBZ2dGZUZFNW1MbTRkb25BOUg0U0FpOGhSZ1lucmRndmQz")
{ 
        todos { 
            id 
            name 
            status 
            comments{ 
                commentid 
                content 
            } 
        } 
        nextToken 
    }
}

クライアントアプリケーションで、ページ分割フローとロジックに基づいてこのトークンを渡します。

次のステップ
スキーマを作成したので、さまざまなデータソースでそれを使用する方法を確認する、高度なリゾルバー
機能の詳細を確認する、またはクライアントアプリケーションを作成することができます。詳細について
は、次のセクションを参照してください。

• データソースチュートリアル (p. 115)
• リゾルバーとマッピングテンプレート (p. 450)
• クライアントアプリケーションの構築 (p. 71)

ガイド付きスキーマウィザード (オプション)
AWSAppSyncは GraphQL API の作成プロセスを、データソースのデプロイとリゾルバーとの接続を含め
てガイドできます。このガイド付き作成 (ウィザード) では、フォームビルダーインターフェイスを使用し
て、属性の追加と削除を行うとともに、GraphQL を使用してクラウドに保存するアプリケーション用の
データモデルを作成できます。

API を作成してデータを入力する
AWS AppSyncウィザードを使用して GraphQL API を作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、「API を作成」を選択します。
b. GraphQL API を選択した状態で、「空の API を作成する」を選択します。
c. [Next] (次へ) を選択します。

2. API の詳細については、API 名を選択し、[次へ] を選択します。
3. 「モデルの詳細を指定」セクションでは、モデルとそれに関連するフィールドと機能を定義する

ように求められます。モデルは、API に追加され、GraphQL クエリ、ミューテーション、サブス
クリプションで事前設定される Amazon DynamoDB に支援されるオブジェクトタイプです。モ
デルとは、アプリケーションのデータ型がどのように定義され、それらがどのようにクラウドに
保存されるかです。モデルには、データ型の特定の属性を保持する 1 つ以上のフィールドが含ま
れます。たとえば、ブログモデルには、idtitle、およびというフィールドがある場合がありま
すisPublished。これらのフィールドは、BooleanAWS AppSyncがサポートするカスタムのスカ
ラーに加えてidString、、のプリミティブ型を持つことができます。
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モデルに合った論理的な名前とタイプを使用して 1 つ以上のフィールドを追加します。で使用可能な
すべてのプリミティブタイプを表示するにはAWS AppSync、「タイプ」(Type) の下のドロップダウ
ンを選択します。さらに、各フィールドの隣にあるチェックボックスの片方または両方を選択して、
[List (リスト)] または [Required (必須)] とマークできます。

[List (リスト)] とマークされた型は複数の値を保持できます。たとえば、ブログ投稿モデルとという
フィールドがある場合Categories、これをリストとしてマークすると、クエリを実行したときに複
数のカテゴリが返されます。[Required (必須)] フィールドは GraphQL ミューテーション実行時に入力
する必要があります。

4. 「モデルテーブルの設定」セクションを使用できます

a. テーブル名を選択します。

デフォルトのテーブル名は Table <Model Name>であることに注意してください。このフィール
ドは、この名前オーバーライドできます。モデル名を再度変更すると、テーブル名もデフォルト
のテーブル名に戻ります。

b. 主キーを入力します。Amazon DynamoDB では、各エントリを一意に識別するためにこれが必要
です。

詳細については、「主キー」を参照してください。
c. ソートキーを入力します。ソートキーは、整理しやすいように、1 つの主キーのもとで追加の識

別子やグループ化として使用されます。

ソートキーの例については、「ソートキーを使用してデータを整理するためのベストプラクティ
ス」を参照してください。

d. 追加インデックスでは、オプションでインデックスを追加できます。これは、モデル内の
特定のフィールドが頻繁にクエリ処理されることがわかっている場合に便利です。たとえ
ば、isPublishedブログモデルのフィールドに、公開されているすべてのブログを表示するよう
に頻繁にクエリを実行する場合は、そのフィールドにインデックスを作成できます。これは、適
切な Amazon DynamoDB インデックスおよび GraphQL クエリを自動的に作成します。

詳細については、「セカンダリインデックス」を参照してください。
e. [Next] (次へ) を選択します。

5. 変更を確認して、[API を作成] を選択します。API とリソースが作成されます。

GraphQL の実行
リソースを作成すると、事前に入力された GraphQL ミューテーションとクエリがエディタで開
き、AWSAppSyncコンソールのクエリページで実行できます。クエリエクスプローラーの上部にある再生
ボタンを選択し、Create で始まるオプションを選択します<model name>。GraphQL ミューテーションが
実行され、Amazon DynamoDB テーブルのデータが配置されます。再生ボタンを再度選択して、[List (リ
スト)] を含むオプションを選択し、GraphQL クエリを実行してすべてのレコードを表示します。

アプリケーションの統合
コンソール機能のツアーを完了したら、GraphQL API とアプリケーションの統合の手順を参照してくださ
い (p. 71)。

スキーマからのプロビジョニング (オプション)
AWS AppSync スキーマ定義から Amazon DynamoDB テーブルを自動的にプロビジョニングして、デー
タソースを作成し、ユーザーに代わってリゾルバーを接続できます。これは、ユーザーのスキーマ定義と
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データアクセスパターンに基づいて、AWS AppSync に、適切なテーブルレイアウトとインデックス作成
方法を定義してもらう場合に便利です。

スキーマなしで開始し、型から構築することもできます。この場合、AWS AppSync によりスキーマ定義
および異なるフィルタリングオプションを作成できます。このトピックで概説されている 2 つのフロー
は、API のライフサイクルを通して個別にまたは組み合わせて使用できます。

スキーマなし
AWS AppSync API を作成したら、[Schema (スキーマ)] ページに移動して [Create Resources (リソースの
作成)] を選択します。上部のエディタには、1 つの型について 1 つの事前定義されたテンプレートがあり
ます。名前やフィールドの型を変更したり、エントリを追加または削除したりできます。たとえば、以下
のサンプル型を使用します。

type Blog { 
    id: ID! 
    title: String! 
    content: String 
    rating: Int 
    approved: Boolean
}

ページの下部で、テーブル名を変更したり、レイアウトを変更したり、インデックスを追加したりできま
す。特定のフィールドを使用して頻繁にクエリを実行する予定がある場合、パフォーマンスのためのベス
トプラクティスとしてインデックスの使用をお勧めします。インデックスを作成するとき、AWS AppSync 
は GraphQL スキーマを構築し、リゾルバーの接続を行います。たとえば、[Add Index (インデックスの追
加)] を選択して、インデックスに「評価」という名前を付けます。[Primary Key (プライマリキー)] で「評
価」を選択します。[Sort Key (ソートキー)] はデフォルトの [none (なし)] のままにします。GraphQL に次
のようなクエリが生成されます。

queryBlogsByRating(rating:Int!, first:Int, nextToken: String): BlogConnection

型の編集と必要なインデックスの作成を完了したら、[Create (作成)] を選択し、プロセスによるリソース
の作成とデータソースのリゾルバーへの接続が完了するのを待ちます。すぐに [Queries (クエリ)] ページに
移動し、ミューテーション、クエリ、サブスクリプションの実行を開始できます。たとえば、次のミュー
テーションを使用してブログ投稿を作成します。

mutation add { 
    createBlog(input:{ 
        title:"My first post" 
        content:"You can use AppSync with GraphQL" 
        rating:5 
        approved:true 
    }){ 
        id 
    }
}

注意点としてid id は自動的に生成されます。AWS AppSync ユーザーの型が、のテーブルのプライマ
リキーフィールドを持つ場合に、id: ID!これをおこないます。それ以外の場合は、AWS AppSync に 
[Primary Key (プライマリキー)] フィールドを引数の一部として渡す必要があります。コンテンツの異なる
いくつかのブログ投稿を作成した後、次のクエリを実行します。

query list { 
    listBlogs(filter:{ content:{ 
        contains:"AppSync" 
    }}){ 
        items{ 
            id 
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            title 
            content 
            rating 
        } 
    }
}

コンテンツフィールドに文字列「AppSync」を含むブログのみが返されるはずです。GraphQL イントロス
ペクションを使用して、コンソールのクエリページでフィールド上のさまざまなフィルターを調べること
ができます。AWS AppSync さまざまなスカラー型に関する一般的なユースケースについて、さまざまな
クエリおよびフィルターを生成し、迅速な起動と実行を実現します。アプリケーションの使用が増大し、
スケール周りのデータ要件が複雑化したりするテーブルが拡大したりするに従い、これらすべてのフィル
ターが適切でなくなる場合があることに注意が必要です。このような場合、異なる DynamoDB ベストプ
ラクティスを活用したり、などの GraphQL API でデータソースを結合したりして、する必要があります。 
OpenSearch 複雑な検索のためのサービス。

AWS AppSync GraphQL スカラー型 (ID、String、Int、Float、Boolean) にリストオペレーション用のフィ
ルターを作成します。これは、定義した型について異なるフィールドを含む基本入力型を作成することで
行われます。これらのフィールドには、文字列検索、ブール比較などに応じて、それぞれ入力フィルター
型があります。たとえば、String のみが BEGINS_WITH をサポートする一方で、Boolen は EQ や NE など
をサポートします。[Schema (スキーマ)] ページの生成された GraphQL 入力型のサポートされているオペ
レーション、および DynamoDB オペレーションの一覧は、「DynamoDB オペレーション」で確認できま
す。

引き続き前のブログの例で説明すると、次は基本入力型をスキーマに生成します。

input BlogInput { 
    id: TableIDFilterInput 
    title: TableStringFilterInput 
    content: TableStringFilterInput 
    rating: TableIntFilterInput 
    approved: TableBooleanFilterInput
}

これは AWS AppSync コンソールによってクエリオペレーションに自動的に接続されます。手動で実行す
る場合は、次のようになります。

listBlog(filter: BlogInput): [Blog]

リゾルバーを listBlog クエリにアタッチすると、次に示すように、リクエストマッピングテンプレート
により入力が filter キーに $util.transform.toDynamoDBFilterExpression と共に使用されま
す。

{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "Scan", 
    "filter": #if($context.args.filter) 
 $util.transform.toDynamoDBFilterExpression($ctx.args.filter) #else null #end
}

既存のスキーマ
これらの手順は、「スキーマの設計 (p. 11)」で説明しているスキーマから始めます。AWS AppSync 
コンソールから [Schema (スキーマ)] ページに移動し、次のスキーマをエディタに入力したら、[Save 
Schema (スキーマを保存)] を選択します。

schema { 
    query:Query 
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    mutation: Mutation
}

type Query { 
    allTodo: [Todo]
}

type Mutation { 
    addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int, status: TodoStatus): 
 Todo
}

type Todo { 
    id: ID! 
    name: String 
    description: String 
    priority: Int 
    status: TodoStatus
}

enum TodoStatus { 
    done 
    pending
}

スキーマを保存した後、ページ上部の [Create resources (リソースを作成)] を選択します。[Use existing 
type (既存の型を使用)] を選択し、Todo 型を選択します。表示されたフォームで、テーブルの詳細を設定
できます。DynamoDB のプライマリキーまたはソートキーを変更でき、他のインデックスを追加できま
す。ページの下部は、キー選択に応じて利用可能な GraphQL のクエリとミューテーションに対応するセ
クションです。AWS AppSyncは、データベースのスループットが効率的に使用されるように、ユーザーの
アクセスパターンに最適な DynamoDB テーブルをプロビジョニングします。クエリオプションに応じて
インデックスを選択すると、必要に応じて、DynamoDB のローカルセカンダリインデックスまたはグロー
バルセカンダリインデックスがセットアップされます。

例のスキーマでは、プライマリキーとして id を選択して [作成] を選択するだけです。型に id がプラ
イマリキーとして設定されていない場合、その型のすべてのフィールドが作成オペレーションに必要で
す。それ以外の場合は、AWS AppSync は一意の ID をリゾルバーに自動的に生成します。しばらくす
ると、DynamoDB テーブルとデータソースが作成され、リゾルバーが接続されています。「API の使
用 (p. 60)」セクションで説明しているように、クエリおよびミューテーションを実行できます。

注意: 作成したスキーマの引数について GraphQL の input 型があります。たとえば、GraphQL の type 
Books {...} を使用してスキーマをプロビジョニングした場合、入力型は次のようになります。

input CreateBooksInput { 
    ISBN: String! 
    Author: String 
    Title: String 
    Price: Int
}

GraphQL クエリまたはミューテーションでこれを使用するには、次を使用します。

mutation add { 
    createBooks(input:{ 
        ISBN:"2349238" 
        Author:"Nadia Bailey" 
        Title:"Running in the park" 
        Price:10 
    }){ 
        ISBN 
        Author 
    }
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}

また、このドキュメントの「スキーマなし」セクションで前述したように、デフォルトのフィルターがリ
ストオペレーションについて作成されます。たとえば、価格が 5 より高いすべてのアイテムを返す場合、
次を実行できます。

query list { 
    listBooks(filter:{ Price:{ 
        gt:5 
    }}){ 
        items{ 
            ISBN 
            Author 
            Title 
            Price 
        } 
    }
}

Amazon DynamoDB からのインポート (オプショ
ン)

AWS AppSync GraphQL スキーマを自動的に作成して、リゾルバーを既存の Amazon DynamoDB テーブ
ルに接続できます。これは DynamoDB テーブルが、GraphQL エンドポイントを通じてデータを公開する
対象である場合、または、GraphQL スキーマの代わりにデータベース設計をより快適に開始する場合に役
立つ可能性があります。

DynamoDB テーブルのインポート
AWS AppSyncコンソールを使用して DynamoDB をインポートするには

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、使用している GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで、「データソース」を選択します。

2. ナビゲーションペインで [データソース] を選択してから、[データソースの作成] を選択します。

a. [Data source name (データソース名)] に、データソースの名前を入力します。
b. データソースタイプには、Amazon DynamoDB テーブルを選択します。
c. [リージョン] で、該当するリージョンを選択します。
d. [テーブル名] では、ドロップダウンリストから Amazon DynamoDB テーブルを選択します。
e. 「GraphQL を自動生成」を選択します。
f. GraphQL スキーマが次の 2 つのコードエディタに表示されます。

• 上部のエディタ - このエディタを使用して、タイプにカスタム名 (type MYNAME {...}
など) を付けることができます。これにはクエリまたはミューテーションを実行したとき
に、DynamoDB テーブルのデータが含まれます。DynamoDB 非キー属性など (インポートでは
検出できない) フィールドをタイプに追加することもできます。

• 下部のエディタ - この読み取り専用エディタを使用して、生成された GraphQL スキーマスニ
ペットを確認します。これには、スキーマにマージされるタイプ、クエリ、およびミューテー
ションの種類が表示されます。上部のエディタでタイプを編集する場合、下部のエディタは必
要に応じて変更できます。

3. [Create Server (サーバーの作成)] ボタンを選択します。
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スキーマがマージされ、リゾルバーが作成されます。これが完了したら、「API の使用」で説明され
ているように、ミューテーションとクエリを実行できます (p. 60)。

Note

作成されたスキーマの引数に対して GraphQLinput タイプが作成されます。たとえば、と
いうテーブルをインポートするとBooks、次のような入力タイプが存在する可能性がありま
す。

input CreateBooksInput { 
    ISBN: String! 
    Author: String 
    Title: String 
    Price: String
}

GraphQL クエリまたはミューテーションでこれを使用するには、次のように指定します。

mutation add { 
    createBooks(input:{ 
        ISBN:2349238 
        Author:"Nadia Bailey" 
        Title:"Running in the park" 
        Price:"10" 
    }){ 
        ISBN 
        Author 
    }
}

スキーマのインポートでは定義できない属性を追加
以下のフォーマットの DynamoDB テーブルがあるとします。

{ 
    Table: { 
        AttributeDefinitions: [ 
            { 
                AttributeName: 'authorId', 
                AttributeType: 'S' 
            }, 
            { 
                AttributeName: 'bookId', 
                AttributeType: 'S' 
            }, 
            { 
                AttributeName: 'title', 
                AttributeType: 'S' 
            } 
        ], 
        TableName: 'BookTable', 
        KeySchema: [ 
            { 
                AttributeName: 'authorId', 
                KeyType: 'HASH' 
            }, 
            { 
                AttributeName: 'title', 
                KeyType: 'RANGE' 
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            } 
        ], 
        TableArn: 'arn:aws:dynamodb:us-west-2:012345678910:table/BookTable', 
        LocalSecondaryIndexes: [ 
            { 
                IndexName: 'authorId-bookId-index', 
                KeySchema: [ 
                    { 
                        AttributeName: 'authorId', 
                        KeyType: 'HASH' 
                    }, 
                    { 
                        AttributeName: 'bookId', 
                        KeyType: 'RANGE' 
                    } 
                ], 
                Projection: { 
                    ProjectionType: 'ALL' 
                }, 
                IndexSizeBytes: 0, 
                ItemCount: 0, 
                IndexArn: 'arn:aws:dynamodb:us-west-2:012345678910:table/BookTable/index/
authorId-bookId-index' 
            } 
        ], 
        GlobalSecondaryIndexes: [ 
            { 
                IndexName: 'title-authorId-index', 
                KeySchema: [ 
                    { 
                        AttributeName: 'title', 
                        KeyType: 'HASH' 
                    }, 
                    { 
                        AttributeName: 'authorId', 
                        KeyType: 'RANGE' 
                    } 
                ], 
                Projection: { 
                    ProjectionType: 'ALL' 
                }, 
                IndexArn: 'arn:aws:dynamodb:us-west-2:012345678910:table/BookTable/index/
title-authorId-index' 
            } 
        ] 
    }
}

上部にあるタイプエディタは次の内容を示します。

type Book { 
    # Key attributes. Changing these may result in unexpected behavior. 
    authorId: String! 
    title: String! 

    # Index attributes. Changing these may result in unexpected behavior. 
    bookId: String 

    # Add additional non-key attributes below. 
    isPublished: Boolean
}

この上部エディタは書き込み可能で、下部のエディタに表示される非キー属性 (isPublished など) は
手動で追加する必要があります。DynamoDB から自動的に推測できないためです。たとえば、rating
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という DynamoDB テーブル内の項目に別の属性があった場合、isPublished の下にそれを追加し
て、GraphQL スキーマに入力されるようにする必要があります。この例では、下部のエディタには、以下
のスキーママージが提案されます。

type Query { 
    getBook(authorId: ID!, title: String!): Book 
    listBooks(first: Int, after: String): BookConnection 
    getBookByAuthorIdBookIdIndex(authorId: ID!, bookId: ID!): Book 
    queryBooksByAuthorIdBookIdIndex(authorId: ID!, first: Int, after: String): 
 BookConnection 
    getBookByTitleAuthorIdIndex(title: String!, authorId: ID!): Book 
    queryBooksByTitleAuthorIdIndex(title: String!, first: Int, after: String): 
 BookConnection
}
type Mutation { 
    createBook(input: CreateBookInput!): Book 
    updateBook(input: UpdateBookInput!): Book 
    deleteBook(input: DeleteBookInput!): Book
}
type Subscription { 
    onCreateBook(authorId: ID, title: String, bookId: ID, isPublished: Boolean): Book 
 @aws_subscribe(mutations: ["createBook"]) 
    onUpdateBook(authorId: ID, title: String, bookId: ID, isPublished: Boolean): Book 
 @aws_subscribe(mutations: ["updateBook"]) 
    onDeleteBook(authorId: ID, title: String, bookId: ID, isPublished: Boolean): Book 
 @aws_subscribe(mutations: ["deleteBook"])
}
input CreateBookInput { 
    authorId: ID! 
    title: String! 
    bookId: ID! 
    isPublished: Boolean
}
input UpdateBookInput { 
    authorId: ID! 
    title: String! 
    bookId: ID 
    isPublished: Boolean
}
input DeleteBookInput { 
    authorId: ID! 
    title: String!
}
type BookConnection { 
    items: [Book] 
    nextToken: String
}
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クライアントアプリケーションの構
築

JavaScriptまたは FlowAWS AppSync アプリケーションで使用を開始するには、まず GraphQL スキーマを
プロジェクトに追加します。

Note

アプリケーションをビルドする前に、npm と Amazon CLI の両方をインストールして設定する必
要があります。

使用開始には、次の作業を実行します。

1. スキーマをダウンロードする必要があります。

CLI の使用

プロジェクトディレクトリから、Amazon CLI を使用してスキーマをダウンロードします。

aws appsync get-introspection-schema --api-id <api-id> --format SDL schema.graphql --
region <region>

コンソールの使用

API のスキーマページに移動します。ドロップダウンボタンをクリックし、[スキーマのエクスポート] 
を選択し、を選択しますschema.graphql。プロジェクトディレクトリにファイルを保存します。

2. 次に、AWS Amplifyツールチェーンを使用して API の codegen を生成します。プロジェクトディレクト
リから、コマンドを実行し、プロンプトに従って、必要に応じて amplify を追加します。

npx @aws-amplify/cli add codegen --apiId <api-id>

これにより、GraphQL ドキュメント (クエリ、ミューテーション、サブスクリプション) が生成さ
れ、JavaScriptユーザーまたは Flow アプリケーションのタイプが生成されます。生成されたドキュメン
トや API のスキーマを変更した場合、次の方法でいつでもクライアントコードを再生成できます。

npx @aws-amplify/cli codegen

3. 最後に、という名前の APIaws-exports.js 設定ファイルを作成し、プロジェクトのソースディレク
トリに配置します。値を API 値に置き換えます。値は API の設定ページにあります。

const awsmobile = {
"aws_appsync_graphqlEndpoint": "<API URL>",
"aws_appsync_region": "<REGION>",
"aws_appsync_authenticationType": "API_KEY",
"aws_appsync_apiKey": "<API KEY>",
};

export default awsmobile;

4. これで、アプリケーションを更新してAWS AppSync GraphQL API を活用できるようになりまし
た。aws-amplifyライブラリをプロジェクトにインストールして、その API GraphQL モジュールを活
用してください。
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npm install @aws-amplify/api

5. コードファイルに APIAWS Amplify モジュールをインポートし、codegen から生成された任意の操作も
追加します。たとえば、プロジェクトのソースコードに次のコードを追加し、<variables>必ずコー
ド固有の変数に置き換えてください。

// top of file
import { API } from '@aws-amplify/api'
import config from './aws-exports'
import { listSomething } from './graphql/queries'

// after your imports
API.configure(config)

// later down in your code
async function list() { 
   const response = await API.graphql({ 
      query: listSomething, 
      variables: { 
      // <your variables, optional> 
      }, 
   })
console.log(response)
}
list()
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リゾルバーチュートリアル 
(JavaScript)

データソースとリゾルバーによって、GraphQLAWS AppSync リクエストをどのように変換し、AWSリ
ソースから情報をどのように取得するかが制御されます。AWS AppSync では、特定のデータソース型
で自動プロビジョニングと自動接続がサポートされています。AWS AppSync データソースとしてAWS 
Lambda、Amazon DynamoDB、リレーショナルデータベース（Amazon Aurora Serverless）、Amazon 
OpenSearch Service、および HTTP エンドポイントを指定します。既存の AWS リソースを使用する 
GraphQL API を使用して、データソースとリゾルバーを構築できます。このセクションでは、そのプロセ
スの詳細なしくみやチューニングオプションについて理解を深めるための一連のチュートリアルを通じて
説明します。

トピック
• チュートリアル:DynamoDB JavaScript リゾルバー (p. 73)
• チュートリアル:Lambda リゾルバー (p. 102)

チュートリアル:DynamoDB JavaScript リゾルバー
このチュートリアルでは、Amazon DynamoDBAWS AppSync テーブルをにインポートして接続し、 
JavaScript 独自のアプリケーションで利用できるパイプラインリゾルバーを使用して完全に機能する 
GraphQL API を構築します。

AWS AppSyncコンソールの API 作成ウィザードを使用して、Amazon DynamoDB リソースをプロビジョ
ニングし、リゾルバーを作成し、それらをデータソースに接続します。また、GraphQL ステートメントを
使用して Amazon DynamoDB データベースを読み書きしたり、リアルタイムデータを購読したりすること
もできます。

GraphQL ステートメントを Amazon DynamoDB オペレーションに変換し、応答を GraphQL に戻すに
は、特定の設定ステップを完了する必要があります。このチュートリアルでは、いくつかの実際のシナリ
オおよびデータアクセスパターンを使用して、その設定手順の概要を示します。

GraphQL API の作成
GraphQL API を作成するにはAWS AppSync:

1. AppSync コンソールを開き、[API の作成] を選択します。
2. [最初からビルド] を選択し、[開始] を選択します。
3. API に名前を付けPostTutorialAPI、[作成] を選択します。

AWS AppSync コンソールによって、API キー認証モードを使用して新しい GraphQL API が作成されま
す。このコンソールを使用して、残りの GraphQL API をセットアップでき、このチュートリアルの残りの
部分でクエリを実行できます。

基本的なポスト API の定義
これで、AWS AppSync GraphQL API をセットアップしたので、ポストデータの基本的な作成、取得、削
除を許可する基本スキーマをセットアップできます。

1. AWS AppSync コンソールで、[Schema (スキーマ)] タブを選択します。
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2. PostaddPostPostオブジェクトを追加および取得するためのタイプと操作を定義するスキーマを作成
します。「スキーマ」ペインで、内容を次のコードに置き換えます。

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}

type Query { 
    getPost(id: ID): Post
}

type Mutation { 
    addPost( 
        id: ID! 
        author: String! 
        title: String! 
        content: String! 
        url: String! 
    ): Post!
}

type Post { 
    id: ID! 
    author: String 
    title: String 
    content: String 
    url: String 
    ups: Int! 
    downs: Int! 
    version: Int!
}

3. [Save Schema] を選択します。

Amazon DynamoDB DynamoDB テーブルのセット
アップ
AWS AppSyncコンソールは、AWS独自のリソースを Amazon DynamoDB テーブルに保存するために必
要なリソースをプロビジョニングするのに役立ちます。このステップでは、ポストを保存する Amazon 
DynamoDB DynamoDB テーブルを作成します。また、後で使用するセカンダリインデックスを設定しま
す。

Amazon DynamoDB テーブルを作成するには

1. 「スキーマ」ページで、「リソースの作成」を選択します。
2. [既存のタイプを使用] を選択し、Postタイプを選択します。
3. 「その他の索引」セクションで、「索引を追加」を選択します。
4. author-indexインデックスに名前を付けます。
5. をにPrimary keyauthor、Sortキーをに設定しますNone。
6. GraphQL の自動生成を無効にする (この例では、リゾルバーを自分で作成しています)。
7. [作成] を選択します。

これで、という名前の新しいデータソースができました。このデータソースを確認するにはPostTable、
「データソース」を参照してください。このデータソースを使用して、クエリとミューテーションを 
Amazon DynamoDB テーブルにリンクします。
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addPost リゾルバーのセットアップ (Amazon 
DynamoDB PutItem)
これでAWS AppSync、Amazon DynamoDB テーブルを知っているので、リゾルバーを定義すること
で、そのテーブルを個々のクエリおよびミューテーションにリンクできます。最初に作成するリゾル
バーは、addPost使用するパイプラインリゾルバーです。このリゾルバーによって JavaScript、Amazon 
DynamoDB DynamoDB DynamoDB DynamoDB DynamoDB テーブルにポストを作成できるようになりま
す。パイプラインリゾルバーには次のコンポーネントがあります。

• リゾルバーをアタッチする、GraphQL スキーマ内の場所。この例では、addPost 型の Mutation
フィールドにリゾルバーをセットアップしています。このリゾルバーは、{ addPost(...){...} }呼
び出し元がミューテーションを呼び出すときに呼び出されます。

• データソースに接続してデータアクセスコードを実装する 1 つ以上のパイプライン関数。この場
合、Amazon DynamoDB テーブルにエントリを追加できるように、PostTableデータソースを使用す
る関数を 1 つ定義する必要があります。

• リゾルバーコードは、パイプライン関数が順番に実行される前と後に実行するロジックを定義します。
これは、関数を最初に実行する前に何らかのロジックを実行してパイプラインをセットアップする必要
がある場合や、問題を解決する前にデータの後処理を行う必要がある場合に役立ちますQuery。この場
合、特定のロジックは実装せず、パイプラインの実行結果を返すだけです。

リゾルバーをセットアップするには

1. [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
2. [データタイプ] ペインで、addPostMutationそのタイプの下にあるフィールドを見つけて、[添付] を

選択します。
3. リゾルバーのコードエディターは事前に設定されています。これは、このチュートリアルのすべてのリ

ゾルバーで使用するデフォルトのコードです。これは、パイプライン関数が呼び出される前に事前初期
化を行わない単純なコードです。リゾルバーは、パイプラインの最後の関数の結果をレスポンスハンド
ラーに返すだけです。

機能を設定するには

1. [関数を追加] を選択し、[新しい関数を作成] を選択します。これが最初の関数である場合は、代わりに 
[関数の作成] を選択してください。

2. 次の画面で、PostTableデータソースを選択します。
3. ADD_POST関数に名前を付けます。
4. コードエディタで、次の作業を追加します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { id, ...values } = ctx.arguments; 
  values.ups = 1; 
  values.downs = 0; 
  values.version = 1; 
  return dynamodbPutRequest({ key: {id}, values });
}

export function response(ctx) { 
  return ctx.result;
}

/** 
 * Helper function to create a new item 
 * @returns a PutItem request 
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 */
function dynamodbPutRequest({key, values}) { 
  return { 
    operation: 'PutItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues(key), 
    attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values), 
  };
}

5. [作成] を選択します。
6. リゾルバー画面に戻り、「機能を追加」ADD_POST ドロップダウンで選択します。
7. [作成] を選択します。

Note

すべてのキーと属性値にタイプを指定する必要があります。この例で
は、util.dynamodb.toMapValuesユーティリティを使用して、 JavaScript 値を型を含む 
Amazon DynamoDB フィールドに自動的に変換します。

このチュートリアルでは、Amazon DynamoDB に挿入された新しい項目のインデックスを作成する 
GraphQLID! タイプをクライアント引数の一部として指定しました。 AWS AppSyncには、という自動
ID生成用のユーティリティが付属しておりutil.autoId()、これを使用して生成することもできますID
(例:const id = util.autoId())。そうすれば、のスキーマ定義からid: ID! out を省略するだけ
でaddPost()、自動的に挿入されます。このチュートリアルではこの手法を使用しませんが、Amazon 
DynamoDB DynamoDB DynamoDB DynamoDB テーブルに書き込む場合はこの手法を検討することをお勧
めします。

で使用できるユーティリティの詳細については JavaScript、「JavaScript リゾルバーと関数のランタイム
機能」を参照してください。GetItemリクエストの詳細については、GetItemリファレンスドキュメント
を参照してください。タイプの詳細については、タイプシステム (リクエストマッピング) リファレンスド
キュメントを参照してください。

API を呼び出して投稿を追加する
AWS AppSyncリゾルバーの設定が完了したので、addPost受信したミューテーションを Amazon 
DynamoDBPutItem オペレーションに変換できます。ユーザーはミューテーションを実行してテーブルに
何かを入れることができるようになりました。

操作を実行するには

1. [Queries (クエリ)] タブを選択します。
2. クエリペインに、次のミューテーションを追加します。

mutation addPost { 
  addPost( 
    id: 123 
    author: "AUTHORNAME" 
    title: "Our first post!" 
    content: "This is our first post." 
    url: "https://aws.amazon.com/appsync/" 
  ) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
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}

3. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。新しく作成されたポスト
が、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "addPost": { 
      "id": "123", 
      "author": "AUTHORNAME", 
      "title": "Our first post!", 
      "content": "This is our first post.", 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 1, 
      "downs": 0, 
      "version": 1 
    } 
  }
}

次の説明は、何が起こったかを示しています。

1. AWS AppSync が addPost ミューテーションリクエストを受け取りました。
2. AWS AppSyncパイプラインリゾルバーのリクエストハンドラーを実行し、ADD_POST次に関数のリクエ

ストハンドラーを実行します。リクエストハンドラーは次のようなオブジェクトを返します。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key" : { 
        "id" : { "S" : "123" } 
    }, 
    "attributeValues" : { 
        "author": { "S" : "AUTHORNAME" }, 
        "title": { "S" : "Our first post!" }, 
        "content": { "S" : "This is our first post." }, 
        "url": { "S" : "https://aws.amazon.com/appsync/" }, 
        "ups" : { "N" : 1 }, 
        "downs" : { "N" : 0 }, 
        "version" : { "N" : 1 } 
    }
}

3. AWS AppSyncはこの値を使用して Amazon DynamoDBPutItem リクエストを生成して実行します。
4. AWS AppSync が、PutItem リクエストの結果を取り込んで、それを GraphQL 型に変換し直しまし

た。

{ 
    "id" : "123", 
    "author": "AUTHORNAME", 
    "title": "Our first post!", 
    "content": "This is our first post.", 
    "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
    "ups" : 1, 
    "downs" : 0, 
    "version" : 1
}

5. ADD_POST関数レスポンスハンドラーは結果をただちに返し (return ctx.result)、次にリゾルバー
の最後のレスポンスハンドラーは結果を変更せずに返します (return ctx.prev.result)。
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6. 最終結果は GraphQL レスポンスに表示されます。

getPost リゾルバーのセットアップ (Amazon 
DynamoDB GetItem)
これで、Amazon DynamoDB テーブルにデータを追加できるようになりました。次は、テーブルにデータ
を取得できるように、getPostクエリを設定する必要があります。そのためには、別のリゾルバーを設定
します。

関数を追加するには

1. [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
2. 右側の [データタイプ] ペインで、タイプの [getPost,] フィールドを見つけて、[添付] を選択しま

す。Query
3. 次に、関数を設定します。[関数を追加] を選択し、[新しい関数を作成] を選択します。
4. 次の画面で、PostTableデータソースを選択します。
5. 関数名を GET_POST とします。
6. コードエディタで、次の作業を追加します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  return dynamoDBGetItemRequest({ id: ctx.args.id });
}

export function response(ctx) { 
  return ctx.result;
}

/** 
 * A helper function to get a DynamoDB item 
 */
function dynamoDBGetItemRequest(key) { 
  return { 
    operation: 'GetItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues(key), 
  };
}

7. [作成] を選択します。
8. リゾルバー画面に戻り、「機能を追加」GET_POST ドロップダウンで選択します。
9. [作成] を選択します。

API を呼び出して投稿を取得
これで、リゾルバーがセットアップされたので、AWS AppSync受信getPost Query を Amazon 
DynamoDB の DynamoDB の DynamoDB の DynamoDB の DynamoDB の DynamoDBGetItem の U 次
は、先ほど作成したポストを取得するクエリを実行できます。

クエリを実行するには

1. [Queries (クエリ)] タブを選択します。
2. クエリペインに、次のコードを追加します。

query getPost { 
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  getPost(id:123) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

3. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
4. Amazon DynamoDB から取得されたポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。

これは次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "getPost": { 
      "id": "123", 
      "author": "AUTHORNAME", 
      "title": "Our first post!", 
      "content": "This is our first post.", 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 1, 
      "downs": 0, 
      "version": 1 
    } 
  }
}

代わりに、次の例を見てみましょう。

query getPost { 
  getPost(id:123) { 
    id 
    author 
    title 
  }
}

getPostクエリに、、titleおよびのみが必要な場合はidauthor、DynamoDB からへの不必要なデータ
転送を避けるために、投影式を使用して DynamoDB テーブルから必要な属性のみを指定するようにリク
エスト関数を変更できますAWS AppSync。たとえば、リクエスト関数は以下のスニペットのようになりま
す。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  return dynamoDBGetItemRequest({ id: ctx.args.id });
}

export function response(ctx) { 
  return ctx.result;
}

/** 
 * A helper function to get a DynamoDB item 
 */
function dynamoDBGetItemRequest(key) { 
  return { 
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    operation: 'GetItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues(key), 
    projection: { 
         expression : "#author, id, title", 
         expressionNames : {"#author" : "author"} 
    } 
  }
}

また、selectionSetListgetPostexpressionウィズを使って次のことを表すこともできます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  return dynamoDBGetItemRequest(ctx);
}

export function response(ctx) { 
  return ctx.result;
}

/** 
 * A helper function to get a DynamoDB item 
 */
function dynamoDBGetItemRequest(ctx) { 
  return { 
    operation: 'GetItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id: ctx.args.id}), 
    projection: { 
      expression : ctx.info.selectionSetList.join(",") 
    } 
  }
}

updatePost ミューテーションを作成する (Amazon 
DynamoDB UpdateItem)
これで、Amazon DynamoDBPost でオブジェクトを作成および取得できるようになりました。次に、オ
ブジェクトを更新できるように新しいミューテーションを設定します。addPostすべてのフィールドを
指定する必要があるミューテーションと比較すると、このミューテーションでは変更するフィールドの
みを指定できます。また、expectedVersion変更するバージョンを指定できる新しい引数が導入され
ました。オブジェクトの最新バージョンを変更していることを確認する条件を設定します。そのために
は、UpdateItem Amazon DynamoDB の DynamoDB の DynamoDB の Dynam

関数を更新するには

1. [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
2. [Schema (スキーマ)] ペインの Mutation 型を次のように変更して、新しい updatePost ミューテー

ションを追加します。

type Mutation { 
    updatePost( 
        id: ID!, 
        author: String, 
        title: String, 
        content: String, 
        url: String, 
        expectedVersion: Int! 
    ): Post 
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    addPost( 
        id: ID! 
        author: String! 
        title: String! 
        content: String! 
        url: String! 
    ): Post!
}

3. [Save] (保存) を選択します。
4. 右側の [データタイプ] ペインで、updatePostタイプに新しく作成されたフィールドを見つけて、[添

付] を選択します。Mutation
5. 次のコードを使用して、(という名前のUPDATE_POST)PostTable データソースを使用する新しい関数

を作成してアタッチします。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { id, expectedVersion, ...values } = ctx.args; 
  const condition = { version: { eq: expectedVersion } }; 
  return dynamodbUpdateRequest({ key: {id}, values, condition });
}

export function response(ctx) { 
  const { error, result } = ctx; 
  if (error) { 
    util.appendError(error.message, error.type); 
  } 
  return result;
}

/** 
 * Helper function to update an item in DynamoDB 
 */
function dynamodbUpdateRequest({ key, values, condition }) { 
  const sets = []; 
  const removes = []; 
  const expressionNames = {}; 
  const expValues = {}; 

  // iterate through the entries (key,value) of the values to be updated 
  for (const [k, value] of Object.entries(values)) { 
    // set the name 
    expressionNames[`#${k}`] = k; 
    if (value && value.length) { 
      // if the value exists, add it to the list to be SET 
      sets.push(`#${k} = :${k}`); 
      expValues[`:${k}`] = value; 
    } else { 
      // if not, markt it to be REMOVEd 
      removes.push(`#${k}`); 
    } 
  } 

  let expression = sets.length ? `SET ${sets.join(', ')}` : ''; 
  expression += removes.length ? ` REMOVE ${removes.join(', ')}` : ''; 

  // increase the value of the version by 1 
  expressionNames['#version'] = 'version'; 
  expValues[':version'] = 1; 
  expression += ' ADD #version :version'; 

  return { 
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    operation: 'UpdateItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues(key), 
    update: { 
      expression, 
      expressionNames, 
      expressionValues: util.dynamodb.toMapValues(expValues), 
    }, 
    condition: JSON.parse( 
      util.transform.toDynamoDBConditionExpression(condition) 
    ), 
  };
}

この関数は Amazon DynamoDB を使用していますがUpdateItem、この関数はの Amazon 
DynamoDBPutIem を使用します。項目全体が書き込まれるのではなく、Amazon DynamoDB に特定の属
性が更新されるようにします。これを行うには、Amazon DynamoDB の更新式を使用します。

dynamodbUpdateRequestこの関数は、valuesオブジェクト内のすべての引数をループ処理します。引
数が何かの値に設定されている場合は、Amazon DynamoDB に対してAWS AppSync Amazon DynamoDB 
内のオブジェクトでその属性を更新するように Amazon DynamoDB に指示します。属性がに設定されて
いる場合はnull、Amazon DynamoDBAWS AppSyncPost にその属性をオブジェクトから削除するよう
に Amazon DynamoDB に指示します。引数が指定されていない場合、その属性は元のままになります。ま
た、version フィールドが増分されます。

また、新しい condition セクションがあります。条件式により、オペレーションが実行される前にAWS 
AppSync、Amazon DynamoDB 内の既存のオブジェクトの状態に基づいて、そのリクエストが成功す
るかどうかを Amazon DynamoDB に指示できます この例では、Amazon DynamoDB に現在ある項目
のversionexpectedVersionフィールドが引数と厳密に一致する場合にのみ、UpdateItemリクエスト
が成功するように指示しています。

条件式の詳細については、条件式のドキュメントを参照してください。

UpdateItemリクエストの詳細については、UpdateItemドキュメントを参照してください。

更新式の記述方法の詳細については、DynamoDB UpdateExpressions のドキュメントを参照してくださ
い。

API を呼び出して投稿を更新する
Post新しいリゾルバーでオブジェクトを更新してみましょう。

オブジェクトを更新するには

1. [Queries (クエリ)] タブを選択します。
2. クエリペインに、次のミューテーションを追加します。また、id引数を先ほど書き留めた値に更新する

必要があります。

mutation updatePost { 
  updatePost( 
    id:123 
    title: "An empty story" 
    content: null 
    expectedVersion: 1 
  ) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
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    ups 
    downs 
    version 
  }
}

3. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
4. Amazon DynamoDB で更新されたポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。こ

れは次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "updatePost": { 
      "id": "123", 
      "author": "A new author", 
      "title": "An empty story", 
      "content": null, 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 1, 
      "downs": 0, 
      "version": 3 
    } 
  }
}

このリクエストでは、と Amazon DynamoDB に、AWS AppSynctitlecontentおよびフィールドのみ
を更新するように依頼しました。他のフィールドはすべてそのままにしておきました (versionフィー
ルドをインクリメントする以外)。title属性を新しい値に設定し、content投稿から属性を削除しまし
た。author、urlups、downs の各フィールドは変更されません。リクエストをそのままにして、ミュー
テーションリクエストを再実行してみてください。次のようなレスポンスが表示されます。

{ 
  "data": { 
    "updatePost": null 
  }, 
  "errors": [ 
    { 
      "path": [ 
        "updatePost" 
      ], 
      "data": null, 
      "errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException", 
      "errorInfo": null, 
      "locations": [ 
        { 
          "line": 2, 
          "column": 3, 
          "sourceName": null 
        } 
      ], 
      "message": "The conditional request failed (Service: DynamoDb, Status Code: 400, 
 Request ID: TSRLD79IMVB91KRI4CITA42LTNVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG)" 
    }, 
    { 
      "path": [ 
        "updatePost", 
        "id" 
      ], 
      "locations": null, 
      "message": "Cannot return null for non-nullable type: 'ID' within parent 'Post' (/
updatePost/id)" 
    } 
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  ]
}

false条件式が次のように評価されるため、リクエストは失敗します。

1. このリクエストを最初に実行したときに、Amazon DynamoDBversion 内のそのポストフィー
ルドの値は1、expectedVersion引数と一致していました。このリクエストは成功し、Amazon 
DynamoDBversion ではフィールドが 1 に増分されました2。

2. このリクエストを 2 回目に実行したときに、Amazon DynamoDBversion 内のそのポストフィールド
の値は2、であり、expectedVersion引数と一致していませんでした。

このパターンは通常、「オプティミスティックロック」と呼ばれます。

投票ミューテーションの作成 (Amazon DynamoDB 
UpdateItem)
Postこのタイプには、upsdowns賛成票と反対票を記録できるフィールドが含まれています。ただし、現
時点では、API ではこれらに対して何もできません。ミューテーションを追加して、投稿に賛成票と反対
票を投じましょう。

ミューテーションを追加するには

1. [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
2. スキーマペインで、Mutationタイプを変更し、DIRECTION列挙型を追加して新しい投票ミューテー

ションを追加します。

type Mutation { 
    vote(id: ID!, direction: DIRECTION!): Post 
    updatePost( 
        id: ID!, 
        author: String, 
        title: String, 
        content: String, 
        url: String, 
        expectedVersion: Int! 
    ): Post 
    addPost( 
        author: String!, 
        title: String!, 
        content: String!, 
        url: String! 
    ): Post!
}

enum DIRECTION { 
  UP 
  DOWN
}

3. [Save] (保存) を選択します。
4. 右側の [データタイプ] ペインで、voteMutationタイプに新しく作成されたフィールドを見つけて、

[添付] を選択します。
5. 手順を繰り返して、 JavaScript 新しいパイプラインリゾルバーを (デフォルトコードで) 設定します。

次に、VOTE次のコードで呼び出される新しい関数を作成してアタッチします。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
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export function request(ctx) { 
  const { id, direction } = ctx.arguments; 
  const field = direction === 'UP' ? 'ups' : 'downs'; 

  return { 
    operation: 'UpdateItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id }), 
    update: { 
      expression: `ADD ${field} :plusOne, version :plusOne`, 
      expressionValues: util.dynamodb.toMapValues({ ':plusOne': 1 }), 
    }, 
  };
}

export function response(ctx) { 
  return ctx.result;
}

6. 関数を添付してください。

API を呼び出して、投稿に賛成または反対票を投じる
これで、新しいリゾルバーがセットアップされたので、受信upvotePostまたはdownvoteミューテー
ションを Amazon DynamoDBAWS AppSyncUpdateItem オペレーションに変換する方法を知っているこ
とになります。これで、先ほど作成したポストに賛成または反対するミューテーションを実行できるよう
になりました。

ミューテーションを実行するには

1. [Queries (クエリ)] タブを選択します。
2. クエリペインに、次のミューテーションを追加します。また、id引数を先ほど書き留めた値に更新する

必要があります。

mutation votePost { 
  vote(id:123, direction: UP) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

3. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
4. Amazon DynamoDB で更新されたポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。こ

れは次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "vote": { 
      "id": "123", 
      "author": "A new author", 
      "title": "An empty story", 
      "content": null, 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 6, 
      "downs": 0, 
      "version": 4 
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    } 
  }
}

5. さらに数回、[Execute query (クエリを実行)] を選択します。1クエリを実行するたび
に、upsversionおよびフィールドが増えていくはずです。

6. DIRECTION別のクエリで呼び出すように変更してください。

mutation votePost { 
  vote(id:123, direction: DOWN) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

7. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。

今回は、downsversion1クエリを実行するたびにおよびフィールドが増えていくはずです。

deletePost リゾルバーのセットアップ (Amazon 
DynamoDB DeleteItem)
次に、投稿を削除するミューテーションを作成します。そのためには、DeleteItem Amazon DynamoDB 
の DynamoDB の DynamoDB の Dynam

ミューテーションを追加するには

1. [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
2. スキーマペインで、MutationdeletePostタイプを変更して新しいミューテーションを追加します。

type Mutation { 
    deletePost(id: ID!, expectedVersion: Int): Post 
    vote(id: ID!, direction: DIRECTION!): Post 
    updatePost( 
        id: ID!, 
        author: String, 
        title: String, 
        content: String, 
        url: String, 
        expectedVersion: Int! 
    ): Post 
    addPost( 
        id: ID! 
        author: String!, 
        title: String!, 
        content: String!, 
        url: String! 
    ): Post!
}

3. 今回は、expectedVersionこのフィールドをオプションにしました。次に [保存] を選択します。
4. 右側の [データタイプ] ペインで、deleteタイプ内で新しく作成されたフィールドを見つけて、[添付] 

を選択します。Mutation
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5. 手順を繰り返して、 JavaScript パススルーコードを使用して新しいパイプラインリゾルバーを設定しま
す。次に、DELETE_POST次のコードで呼び出される新しい関数を作成してアタッチします。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { id, expectedVersion } = ctx.arguments; 

  const request = { 
    operation: 'DeleteItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id }), 
  }; 

  if (expectedVersion) { 
    request.condition = JSON.parse( 
      util.transform.toDynamoDBConditionExpression({ 
        or: [ 
          { id: { attributeExists: false } }, 
          { version: { eq: expectedVersion } }, 
        ], 
      }) 
    ); 
  } 

  return request;
}

export function response(ctx) { 
  const { error, result } = ctx; 
  if (error) { 
    util.appendError(error.message, error.type); 
  } 
  return result;
}

Note

expectedVersion引数はオプションの引数です。expectedVersion呼び出し元がリクエス
トで引数を設定していると、項目が既に削除されている場合、または Amazon DynamoDB 内
のポストの Postversion 属性が、と完全に一致する場合にのみ、DeleteItemリクエストが
成功することを許可する条件が、expectedVersionリクエストによって追加されます。この
引数が省略されている場合は、DeleteItem リクエストで条件式が指定されていません。項目
の値や項目が Amazon DynamoDB に存在するかどうかに関係なく、成功します。version
アイテムを削除しても、まだ削除されていなければ、削除されたアイテムを返すことができま
す。

DeleteItemリクエストの詳細については、DeleteItemドキュメントを参照してください。

API を呼び出して投稿を削除する
これで、リゾルバーがセットアップされたので、AWS AppSync次は、受信deleteミューテー
ションを Amazon DynamoDB の DynamoDB の DynamoDB の DynamoDB の DynamoDB の 
DynamoDBDeleteItem の ユーザーはミューテーションを実行してテーブル内の何かを削除できるよう
になりました。

ミューテーションを実行するには

1. [Queries (クエリ)] タブを選択します。
2. クエリペインに、次のミューテーションを追加します。また、id 引数を以前に書き留めた値に更新する

必要があります。
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mutation deletePost { 
  deletePost(id:123) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

3. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
4. このポストが Amazon DynamoDB から削除されます。これは、Amazon DynamoDBAWS AppSync か

ら削除された項目の値を返すことに注意してください。その値は、クエリペインの右側にある結果ペイ
ンに表示されます。これは次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "deletePost": { 
      "id": "123", 
      "author": "A new author", 
      "title": "An empty story", 
      "content": null, 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 6, 
      "downs": 4, 
      "version": 12 
    } 
  }
}

5. この値が返されるのは、この呼び出しが Amazon DynamoDB から実際に削除された場合のみで
す。deletePost[Execute query (クエリを実行)] を再度選択します。

6. この呼び出しは成功しますが、値は返されません。

{ 
  "data": { 
    "deletePost": null 
  }
}

7. では、投稿を削除してみます。ただし、今回はを指定してくださいexpectedValue。まず、これまで
作業していた投稿を削除したばかりなので、新しい投稿を作成する必要があります。

8. クエリペインに、次のミューテーションを追加します。

mutation addPost { 
  addPost( 
    id:123 
    author: "AUTHORNAME" 
    title: "Our second post!" 
    content: "A new post." 
    url: "https://aws.amazon.com/appsync/" 
  ) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
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    ups 
    downs 
    version 
  }
}

9. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
10.新しく作成されたポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。すぐに必要になる

ので、新しく作成したオブジェクトを書き留めておきます。idこれは次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "addPost": { 
      "id": "123", 
      "author": "AUTHORNAME", 
      "title": "Our second post!", 
      "content": "A new post.", 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 1, 
      "downs": 0, 
      "version": 1 
    } 
  }
}

11.それでは、その投稿を削除してみますが、ExpecexpectedVersion に間違った値を入力してしまいまし
た。クエリペインに、次のミューテーションを追加します。また、id引数を先ほど書き留めた値に更新
する必要があります。

mutation deletePost { 
  deletePost( 
    id:123 
    expectedVersion: 9999 
  ) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

12.[Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。次の結果が返されます。

{ 
  "data": { 
    "deletePost": null 
  }, 
  "errors": [ 
    { 
      "path": [ 
        "deletePost" 
      ], 
      "data": null, 
      "errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException", 
      "errorInfo": null, 
      "locations": [ 
        { 
          "line": 2, 
          "column": 3, 
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          "sourceName": null 
        } 
      ], 
      "message": "The conditional request failed (Service: DynamoDb, Status Code: 400, 
 Request ID: 7083O037M1FTFRK038A4CI9H43VV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG)" 
    } 
  ]
}

13.条件式がと評価されたため、falseリクエストは失敗しました。Amazon DynamoDBversion
の投稿の値が、expectedValue引数で指定された値と一致しません。そのオブジェクト
の現在の値が、GraphQL レスポンスの data セクションの errors フィールドで返されま
す。expectedVersion を訂正して、このリクエストをもう一度試してみます。

mutation deletePost { 
  deletePost( 
    id:123 
    expectedVersion: 1 
  ) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

14.[Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。

今回は、リクエストが成功し、Amazon DynamoDB から削除された値が返されています。

{ 
  "data": { 
    "deletePost": { 
      "id": "123", 
      "author": "AUTHORNAME", 
      "title": "Our second post!", 
      "content": "A new post.", 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 1, 
      "downs": 0, 
      "version": 1 
    } 
  }
}

15.[Execute query (クエリを実行)] を再度選択します。この呼び出しは成功しますが、そのポストが 
Amazon DynamoDB で既に削除されているため、今回は値が返されません。

{ "data": { "deletePost": null } }

allPost ストリゾルバーのセットアップ (Amazon 
DynamoDB スキャン)
今のところ、APIは、id見たい各投稿の番号がわかっている場合にのみ役立ちます。テーブル内のすべて
のポストを返す新しいリゾルバーを追加してみましょう。
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ミューテーションを追加するには

1. [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
2. [Schema (スキーマ)] ペインの Query 型を次のように変更して、新しい allPost クエリを追加しま

す。

type Query { 
    allPost(limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
    getPost(id: ID): Post
}

3. 新しい PaginationPosts 型を追加します。

type PaginatedPosts { 
    posts: [Post!]! 
    nextToken: String
}

4. [Save] (保存) を選択します。
5. 右側の [データタイプ] ペインで、allPostタイプ内で新しく作成されたフィールドを見つけて、[添付] 

を選択します。Query

6. 手順を繰り返して、 JavaScript パススルーコードを使用して新しいパイプラインリゾルバーを設定しま
す。次に、次のコードを使用して新しい関数を作成してアタッチします。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { limit = 20, nextToken } = ctx.arguments; 
  return { operation: 'Scan', limit, nextToken };
}

export function response(ctx) { 
  const { items: posts = [], nextToken } = ctx.result; 
  return { posts, nextToken };
}

この関数のリクエストハンドラには、次の 2 つのオプション引数が必要です。
• limit-1 回の呼び出しで返される項目の最大数を指定します。
• nextToken-次の結果セットを取得するために使用されます (nextTokenの値がどこから来るかは後

で説明します)。
7. 関数をアタッチしてリゾルバーを作成します。

Scanリクエストの詳細については、スキャンのリファレンスドキュメントを参照してください。

API を呼び出し、すべてのポストをスキャンします。
これで、リゾルバーがセットアップされたので、AWS AppSync受信allPost Query を Amazon 
DynamoDB の DynamoDB の DynamoDB の DynamoDB の DynamoDB の DynamoDBScan の U ユーザー
は、テーブルをスキャンしてすべてのポストを取得できるようになりました。ただし、これまで使用して
きたデータはすべて削除したため、これを試す前にテーブルにデータを入力しておく必要があります。

データとクエリを追加するには

1. [Queries (クエリ)] タブを選択します。
2. クエリペインに、次のミューテーションを追加します。
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mutation addPost { 
  post1: addPost(id:1 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 1" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post2: addPost(id:2 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 2" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post3: addPost(id:3 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 3" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post4: addPost(id:4 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 4" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post5: addPost(id:5 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 5" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post6: addPost(id:6 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 6" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post7: addPost(id:7 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 7" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post8: addPost(id:8 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 8" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post9: addPost(id:9 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 9" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
}

3. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
4. では、テーブルをスキャンして、一度に 5 個の結果を返しましょう。クエリペインで、次のクエリを追

加します。

query allPost { 
  allPost(limit: 5) { 
    posts { 
      id 
      title 
    } 
    nextToken 
  }
}

5. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。

最初の 5 つのポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次のように表示
されます。

{ 
  "data": { 
    "allPost": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "5", 
          "title": "A series of posts, Volume 5" 
        }, 
        { 
          "id": "1", 
          "title": "A series of posts, Volume 1" 
        }, 
        { 
          "id": "6", 
          "title": "A series of posts, Volume 6" 
        }, 
        { 
          "id": "9", 
          "title": "A series of posts, Volume 9" 
        }, 
        { 
          "id": "7", 
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          "title": "A series of posts, Volume 7" 
        } 
      ], 
      "nextToken": "<token>" 
    } 
  }
}

6. 5 つの結果を受け取り、nextToken次の結果を得るために使用できる結果が 1 つ届きました。前回の結
果セットからの allPost を含めるように、nextToken クエリを更新します。

7.
query allPost { 
  allPost( 
    limit: 5 
    nextToken: "<token>" 
  ) { 
    posts { 
      id 
      author 
    } 
    nextToken 
  }
}

8. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。

残りの 4 つのポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。この検索結果に
は、nextToken何も表示されない状態で9件の投稿すべてを確認したためです。これは次のように表示
されます。

{ 
  "data": { 
    "allPost": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "2", 
          "title": "A series of posts, Volume 2" 
        }, 
        { 
          "id": "3", 
          "title": "A series of posts, Volume 3" 
        }, 
        { 
          "id": "4", 
          "title": "A series of posts, Volume 4" 
        }, 
        { 
          "id": "8", 
          "title": "A series of posts, Volume 8" 
        } 
      ], 
      "nextToken": null 
    } 
  }
}
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allPostsByオーサーリゾルバーのセットアップ 
(Amazon DynamoDB クエリ)
Amazon DynamoDB ですべてのポストをスキャンだけでなく、特定の作成者が作成したポストを取得
するクエリを Amazon DynamoDB に対して実行することもできます。前の手順で作成した Amazon 
DynamoDB テーブルには、GlobalSecondaryIndexauthor-index既存の呼び出し元があるた
め、Amazon DynamoDBQuery オペレーションでそれを使用して、特定の作成者が作成したすべてのポス
トを取得できます

クエリを追加するには

1. [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
2. [Schema (スキーマ)] ペインの Query 型を次のように変更して、新しい allPostsByAuthor クエリを

追加します。

type Query { 
    allPostsByAuthor(author: String!, limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
    allPost(limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
    getPost(id: ID): Post
}

PaginatedPostsallPostこれはクエリで使用したのと同じタイプを使用していることに注意してく
ださい。

3. [Save] (保存) を選択します。
4. 右側の [データタイプ] ペインで、allPostsByAuthorQueryタイプに新しく作成されたフィールドを

見つけて、[添付] を選択します。
5. パイプラインリゾルバーを作成し、このコードで関数を作成してアタッチします。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { limit = 20, nextToken, author } = ctx.arguments; 
  const index = 'author-index'; 
  const query = JSON.parse( 
    util.transform.toDynamoDBConditionExpression({ author: { eq: author } }) 
  ); 
  return { operation: 'Query', index, query, limit, nextToken };
}

export function response(ctx) { 
  const { items: posts = [], nextToken } = ctx.result; 
  return { posts, nextToken };
}

6. allPostリゾルバーと同様に、このリゾルバーには2つのオプション引数があります。
• limit-1 回の呼び出しで返される項目の最大数を指定します。
• nextToken-次の結果セットを取得します (nextTokenの値は前回の呼び出しで取得できます)。

7. [作成] を選択します。

Queryリクエストの詳細については、クエリリファレンスドキュメントを参照してください。

API を呼び出して、投稿者別にすべての投稿を照会する
これで、リゾルバーがセットアップされたので、受信allPostsByAuthorミューテーション
を、author-indexインデックスでそれを使用して DynamoDBAWS AppSyncQuery オペレーションに変
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換する方法を知っていることになります。ユーザーは、テーブルをクエリして、特定の作成者によるポス
トをすべて取得できます。

ただし、その前に、テーブルにさらにいくつかの投稿を追加しましょう。これまでの投稿はすべて同じ作
成者だからです。

データとクエリを追加するには

1. [Queries (クエリ)] タブを選択します。
2. クエリペインに、次のミューテーションを追加します。

mutation addPost { 
  post1: addPost(id:10 author: "Nadia" title: "The cutest dog in the world" content: "So 
 cute. So very, very cute." url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title } 
  post2: addPost(id:11 author: "Nadia" title: "Did you know...?" content: "AppSync works 
 offline?" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title } 
  post3: addPost(id:12 author: "Steve" title: "I like GraphQL" content: "It's great" 
 url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title }
}

3. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
4. では、Nadia が作成したすべてのポストを返すクエリを実行しましょう。クエリペインで、次のクエリ

を追加します。

query allPostsByAuthor { 
  allPostsByAuthor(author: "Nadia") { 
    posts { 
      id 
      title 
    } 
    nextToken 
  }
}

5. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。によって作成されたポスト
がNadia、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "allPostsByAuthor": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "10", 
          "title": "The cutest dog in the world" 
        }, 
        { 
          "id": "11", 
          "title": "Did you know...?" 
        } 
      ], 
      "nextToken": null 
    } 
  }
}

6. Query でのページ分割は Scan とまったく同じように動作します。たとえば、AUTHORNAME によるす
べてのポストを検索して、一度に 5 個ずつ取得します。

7. クエリペインで、次のクエリを追加します。

query allPostsByAuthor { 
  allPostsByAuthor( 
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    author: "AUTHORNAME" 
    limit: 5 
  ) { 
    posts { 
      id 
      title 
    } 
    nextToken 
  }
}

8. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。によって作成されたポスト
がAUTHORNAME、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次のように表示されま
す。

{ 
  "data": { 
    "allPostsByAuthor": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "6", 
          "title": "A series of posts, Volume 6" 
        }, 
        { 
          "id": "4", 
          "title": "A series of posts, Volume 4" 
        }, 
        { 
          "id": "2", 
          "title": "A series of posts, Volume 2" 
        }, 
        { 
          "id": "7", 
          "title": "A series of posts, Volume 7" 
        }, 
        { 
          "id": "1", 
          "title": "A series of posts, Volume 1" 
        } 
      ], 
      "nextToken": "<token>" 
    } 
  }
}

9. 次のように、nextToken 引数を、前回のクエリで返された値に更新します。

query allPostsByAuthor { 
  allPostsByAuthor( 
    author: "AUTHORNAME" 
    limit: 5 
    nextToken: "<token>" 
  ) { 
    posts { 
      id 
      title 
    } 
    nextToken 
  }
}

10.[Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。によって作成された残りのポ
ストがAUTHORNAME、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次のように表示さ
れます。
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{ 
  "data": { 
    "allPostsByAuthor": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "8", 
          "title": "A series of posts, Volume 8" 
        }, 
        { 
          "id": "5", 
          "title": "A series of posts, Volume 5" 
        }, 
        { 
          "id": "3", 
          "title": "A series of posts, Volume 3" 
        }, 
        { 
          "id": "9", 
          "title": "A series of posts, Volume 9" 
        } 
      ], 
      "nextToken": null 
    } 
  }
}

セットの使用
これまでのところ、Postタイプはフラットキー/バリューオブジェクトでした。AWS AppSyncDynamoDB 
関数を使用して、セット型、リスト型、マップ型などの複雑なオブジェクトをモデル化することもできま
す。Post 型を更新して、タグを含めましょう。1 つのポストには、DynamoDB に文字列として保存され
ているタグを 0 個以上付けることができます。タグを追加および削除するミューテーションと、特定のタ
グが付いているポストをスキャンする新しいクエリもセットアップします。

データを設定するには

1. [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
2. [Schema (スキーマ)] ペインの Post 型を次のように変更して、新しい tags フィールドを追加します。

type Post { 
  id: ID! 
  author: String 
  title: String 
  content: String 
  url: String 
  ups: Int! 
  downs: Int! 
  version: Int! 
  tags: [String!]
}

3. [Schema (スキーマ)] ペインの Query 型を次のように変更して、新しい allPostsByTag クエリを追加
します。

type Query { 
  allPostsByTag(tag: String!, limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
  allPostsByAuthor(author: String!, limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
  allPost(limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
  getPost(id: ID): Post
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}

4. [Schema (スキーマ)] ペインの Mutation 型を変更して、新しい addTag と removeTag ミューテー
ションを次のように追加します。

type Mutation { 
  addTag(id: ID!, tag: String!): Post 
  removeTag(id: ID!, tag: String!): Post 
  deletePost(id: ID!, expectedVersion: Int): Post 
  upvotePost(id: ID!): Post 
  downvotePost(id: ID!): Post 
  updatePost( 
    id: ID!, 
    author: String, 
    title: String, 
    content: String, 
    url: String, 
    expectedVersion: Int! 
  ): Post 
  addPost( 
    author: String!, 
    title: String!, 
    content: String!, 
    url: String! 
  ): Post!
}

5. [Save] (保存) を選択します。
6. 右側の [データタイプ] ペインで、allPostsByTagQueryタイプに新しく作成されたフィールドを見つ

けて、[添付] を選択します。
7. 次のコードを使用してSCAN_BY_TAG、データソースにアタッチされたという新しい関数を作成しま

す。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { limit = 20, nextToken, tag } = ctx.arguments; 
  const filter = JSON.parse( 
    util.transform.toDynamoDBFilterExpression({ 
      tags: { 
        contains: tag, 
      }, 
    }) 
  ); 
  return { operation: 'Scan', limit, filter, nextToken };
}

export function response(ctx) { 
  const { items: posts = [], nextToken } = ctx.result; 
  return { posts, nextToken };
}

8. 関数をリゾルバーに追加し、[作成] を選択します。
9. 右側の [データタイプ] ペインで、addTagMutationタイプに新しく作成されたフィールドを見つけ

て、[添付] を選択します。
10.次のコードを使用してADD_TAG、データソースにアタッチされたという新しい関数を作成します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { id, tag } = ctx.arguments; 
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  const expressionValues = util.dynamodb.toMapValues({ ':plusOne': 1 }); 
  expressionValues[':tags'] = util.dynamodb.toStringSet([tag]); 

  return { 
    operation: 'UpdateItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id }), 
    update: { 
      expression: `ADD tags :tags, version :plusOne`, 
      expressionValues, 
    }, 
  };
}

export function response(ctx) { 
  return ctx.result;
}

11.関数をリゾルバーに追加し、[作成] を選択します。
12.右側の [データタイプ] ペインで、removeTagMutationタイプに新しく作成されたフィールドを見つけ

て、[添付] を選択します。
13.次のコードを使用してREMOVE_TAG、データソースにアタッチされたという新しい関数を作成します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { id, tag } = ctx.arguments; 
  const expressionValues = util.dynamodb.toMapValues({ ':plusOne': 1 }); 
  expressionValues[':tags'] = util.dynamodb.toStringSet([tag]); 

  return { 
    operation: 'UpdateItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id }), 
    update: { 
      expression: `DELETE tags :tags ADD version :plusOne`, 
      expressionValues, 
    }, 
  };
}

export function response(ctx) { 
  return ctx.result;
}

14.関数をリゾルバーに追加し、[作成] を選択します。

タグを操作する API の呼び出し
これで、リゾルバーがセットアップされたので、受信addTag、allPostsByTagおよびリクエストを 
DynamoDBAWS AppSyncUpdateItemScan とオペレーションに変換する方法を知っていることになり
ます。removeTagそれを試すには、前のステップで作成したポストのいずれかを選択します。たとえ
ば、Nadia が作成したポストを使用しましょう。

タグを使用するには

1. [Queries (クエリ)] タブを選択します。
2. クエリペインで、次のクエリを追加します。

query allPostsByAuthor { 
  allPostsByAuthor( 
    author: "Nadia" 
  ) { 
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    posts { 
      id 
      title 
    } 
    nextToken 
  }
}

3. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
4. Nadiaのすべてのポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次のように

表示されます。

{ 
  "data": { 
    "allPostsByAuthor": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "10", 
          "title": "The cutest dog in the world" 
        }, 
        { 
          "id": "11", 
          "title": "Did you known...?" 
        } 
      ], 
      "nextToken": null 
    } 
  }
}

5. 世界で一番かわいい犬というタイトルのものを使ってみましょう。id は後で使用するため書き留めて
おきます。では、dog タグを追加してみましょう。

6. クエリペインに、次のミューテーションを追加します。また、id 引数を、前にメモしておいた値に更
新する必要があります。

mutation addTag { 
  addTag(id:10 tag: "dog") { 
    id 
    title 
    tags 
  }
}

7. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。投稿が新しいタグで更新され
ます。

{ 
  "data": { 
    "addTag": { 
      "id": "10", 
      "title": "The cutest dog in the world", 
      "tags": [ 
        "dog" 
      ] 
    } 
  }
}

8. タグを追加できます。ミューテーションを更新して、tagpuppy引数を次のように変更します。

mutation addTag { 
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  addTag(id:10 tag: "puppy") { 
    id 
    title 
    tags 
  }
}

9. [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。投稿が新しいタグで更新され
ます。

{ 
  "data": { 
    "addTag": { 
      "id": "10", 
      "title": "The cutest dog in the world", 
      "tags": [ 
        "dog", 
        "puppy" 
      ] 
    } 
  }
}

10.タグを削除することもできます。クエリペインに、次のミューテーションを追加します。また、id引数
を先ほど書き留めた値に更新する必要があります。

mutation removeTag { 
  removeTag(id:10 tag: "puppy") { 
    id 
    title 
    tags 
  }
}

11.[Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。ポストが更新され、puppy タ
グが削除されています。

{ 
  "data": { 
    "addTag": { 
      "id": "10", 
      "title": "The cutest dog in the world", 
      "tags": [ 
        "dog" 
      ] 
    } 
  }
}

12.タグが付いているポストをすべて検索することもできます。クエリペインで、次のクエリを追加しま
す。

query allPostsByTag { 
  allPostsByTag(tag: "dog") { 
    posts { 
      id 
      title 
      tags 
    } 
    nextToken 
  }
}
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13.[Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。次のように dog タグが付い
ているすべての投稿が返されます。

{ 
  "data": { 
    "allPostsByTag": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "10", 
          "title": "The cutest dog in the world", 
          "tags": [ 
            "dog", 
            "puppy" 
          ] 
        } 
      ], 
      "nextToken": null 
    } 
  }
}

結論
このチュートリアルでは、GraphQL を使用してAWS AppSync DynamoDBPost 内のオブジェクトを操作
できる API を構築しました。

クリーンアップするには、コンソールからAWS AppSync GraphQL API を削除します。

DynamoDB テーブルに関連付けられているロールを削除するには、[データソース] テーブルでデータソー
スを選択し、[編集] をクリックします。「既存のロールを作成または使用する」の下にあるロールの値を
書き留めます。IAM コンソールに移動して、ロールを削除します。

DynamoDB テーブルを削除するには、データソースリスト内のテーブルの名前をクリックします。これに
より、テーブルを削除できる DynamoDB コンソールに移動します。

チュートリアル:Lambda リゾルバー
AWS LambdaAWS AppSync を使用して任意の GraphQL フィールドを解決できます。たとえ
ば、GraphQL クエリが Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスを呼び出
し、GraphQL のミューテーションを Amazon Kinesis ストリームに書き込むことができます。このセク
ションでは、GraphQL フィールド処理の呼び出しに応じてビジネスロジックを実行する Lambda 関数を記
述する方法について説明します。

Lambda 関数の作成
次の例は、Node.jsブログ投稿アプリケーションの一部としてブログ投稿に対してさまざまな操作を実行
する、で記述された Lambda 関数を示しています。

exports.handler = async (event) => { 
  console.log('Received event {}', JSON.stringify(event, 3)) 

  const posts = { 
    1: { id: '1', title: 'First book', author: 'Author1', url: 'https://amazon.com/', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT 
 AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1', ups: '100', downs: '10', }, 
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    2: { id: '2', title: 'Second book', author: 'Author2', url: 'https://amazon.com', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT', ups: '100', downs: 
 '10', }, 
    3: { id: '3', title: 'Third book', author: 'Author3', url: null, content: null, ups: 
 null, downs: null }, 
    4: { id: '4', title: 'Fourth book', author: 'Author4', url: 'https://www.amazon.com/', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT 
 AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 
 4', ups: '1000', downs: '0', }, 
    5: { id: '5', title: 'Fifth book', author: 'Author5', url: 'https://www.amazon.com/', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT 
 AUTHOR 5 SAMPLE TEXT', ups: '50', downs: '0', }, 
  } 

  const relatedPosts = { 
    1: [posts['4']], 
    2: [posts['3'], posts['5']], 
    3: [posts['2'], posts['1']], 
    4: [posts['2'], posts['1']], 
    5: [], 
  } 

  console.log('Got an Invoke Request.') 
  let result 
  switch (event.field) { 
    case 'getPost': 
      return posts[event.arguments.id] 
    case 'allPosts': 
      return Object.values(posts) 
    case 'addPost': 
      // return the arguments back 
      return event.arguments 
    case 'addPostErrorWithData': 
      result = posts[event.arguments.id] 
      // attached additional error information to the post 
      result.errorMessage = 'Error with the mutation, data has changed' 
      result.errorType = 'MUTATION_ERROR' 
      return result 
    case 'relatedPosts': 
      return relatedPosts[event.source.id] 
    default: 
      throw new Error('Unknown field, unable to resolve ' + event.field) 
  }
}

この Lambda 関数は、ID による投稿の取得、投稿の追加、投稿のリストの取得、および特定の投稿の関連
投稿の取得を行います。

Note

Lambda 関数は onswitchevent.field というステートメントを使用して、現在解決中の
フィールドを特定します。

AWSマネジメントコンソールを使用してこの Lambda 関数を作成します。

Lambda のデータソースを設定する
Lambda 関数を作成したら、AWS AppSyncコンソールで GraphQL API に移動し、データソースタブを選
択します。

[データソースの作成] を選択し、わかりやすいデータソース名 (などLambda) を入力し、[データソースタ
イプ] で [AWS Lambda関数] を選択します。[リージョン] では、関数と同じリージョンを選択します。関
数の ARN については、Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN) を選択します。
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Lambda 関数を選択した後、AWS Identity and Access Management (AWS AppSync 適切なアクセス許可
が割り当てられる) 新しい (IAM) ロールを作成するか、以下のインラインポリシーを含む既存のロールを選
択します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:InvokeFunction" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:lambda:REGION:ACCOUNTNUMBER:function/LAMBDA_FUNCTION" 
        } 
    ]
}

次のように、IAM ロールにはさらに次のように、AWS AppSync との信頼関係を設定する必要がありま
す。

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

GraphQL スキーマの作成
以上でデータソースが Lambda 関数に接続されたので、GraphQL スキーマを作成します。

AWS AppSync コンソールのスキーマエディタで、スキーマが以下のスキーマと一致することを確認しま
す。

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}
type Query { 
    getPost(id:ID!): Post 
    allPosts: [Post]
}
type Mutation { 
    addPost(id: ID!, author: String!, title: String, content: String, url: String): Post!
}
type Post { 
    id: ID! 
    author: String! 
    title: String 
    content: String 
    url: String 
    ups: Int 
    downs: Int 
    relatedPosts: [Post]
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}

リゾルバーの設定
Lambda データソースと有効な GraphQL スキーマを登録したので、リゾルバーを使用して GraphQL 
フィールドを Lambda データソースに接続できます。

APPSYNC_JSランタイムを使用するリゾルバーを作成するには、リゾルバーをパイプラインとして設定
し、Lambda 関数とやり取りする関数を作成します。AWS AppSyncを使用して関数を記述する方法につい
て詳しくは JavaScript、JavaScript リゾルバーと関数のランタイム機能を参照してください。

Lambda マッピングテンプレートの詳細については、「LambdaJavaScript のリゾルバー関数リファレン
ス」を参照してください。

まず、LambdaAWS AppSync 関数を呼び出す新しい関数を作成します。[関数] に移動し、[関数の作成] を
選択します。Lambda データソースを選択し、関数に名前を付けlambdaInvoker、次のコードを指定し
ます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const {source, args} = ctx 
  return { 
    operation: 'Invoke', 
    payload: { field: ctx.info.fieldName, arguments: args, source }, 
  };
}

export function response(ctx) { 
  return ctx.result;
}

この関数は、Lambda 関数を呼び出すときに、ソースオブジェクトに関するフィールド名、引数のリス
ト、コンテキストを渡します。

次に、この機能を使用するリゾルバーを次のフィールドに接続します。

• getPost(id:ID!): Post

• allPosts: [Post]

• addPost(id: ID!, author: String!, title: String, content: String, url: 
String): Post!

• Post.relatedPosts: [Post]

AWS AppSync コンソールのスキーマエディタで、[Attach Resolver (リゾルバーをアタタッチ)] を選択し
ますgetPost(id:ID!): Post。「機能」セクションで、Ade functionlambdaInvoker機能を選択し
て選択します。デフォルトのリゾルバコードを変更する必要はありません。[作成] を選択します。

最初のリゾルバーが正常に追加されました。残りのフィールドについてもこの操作を繰り返します。

GraphQL API をテストします
これで Lambda 関数が GraphQL リゾルバーに接続されたので、コンソールまたはクライアントアプリ
ケーションを使用してミューテーションまたはクエリが実行できます。

AWS AppSync コンソールの左側にある [Queries (クエリ)] を選択し、次のコードを貼り付けます。
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addPost ミューテーション

mutation addPost { 
    addPost( 
        id: 6 
        author: "Author6" 
        title: "Sixth book" 
        url: "https://www.amazon.com/" 
        content: "This is the book is a tutorial for using GraphQL with AWS AppSync." 
    ) { 
        id 
        author 
        title 
        content 
        url 
        ups 
        downs 
    }
}

getPost クエリ

query { 
    getPost(id: "2") { 
        id 
        author 
        title 
        content 
        url 
        ups 
        downs 
    }
}

allPosts クエリ

query { 
    allPosts { 
        id 
        author 
        title 
        content 
        url 
        ups 
        downs 
        relatedPosts { 
            id 
            title 
        } 
    }
}

エラーを返す
どのフィールド解像度でもエラーが発生する可能性があります。を使用するとAWS AppSync、以下のソー
スからエラーを生成できます。

• リゾルバーのレスポンスハンドラーです
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• Lambda 関数

リゾルバーレスポンスハンドラーから
意図的なエラーを発生させるには、util.errorユーティリティメソッドを使用できます。これは引数と
して、errorMessage、errorType、および必要に応じて data の各値を含みます。data は、エラーの
発生時にクライアントに追加のデータを返す場合に利用できます。data オブジェクトは GraphQL の最終
レスポンスで errors に追加されます。

次の例では、Post.relatedPosts: [Post]リゾルバーのレスポンスハンドラーでこれを使用する方法
を示しています。使用方法に注意してくださいctx.prev.result。lambdaInvokerこれは応答ハンド
ラーによって返される結果です。

// the Post.relatedPosts response handler
export function response(ctx) { 
    util.error("Failed to fetch relatedPosts", "LambdaFailure", ctx.prev.result) 
    return ctx.prev.result;
}

これにより、以下のような GraphQL レスポンスが生成されます。

{ 
    "data": { 
        "allPosts": [ 
            { 
                "id": "2", 
                "title": "Second book", 
                "relatedPosts": null 
            }, 
            ... 
        ] 
    }, 
    "errors": [ 
        { 
            "path": [ 
                "allPosts", 
                0, 
                "relatedPosts" 
            ], 
            "errorType": "LambdaFailure", 
            "locations": [ 
                { 
                    "line": 5, 
                    "column": 5 
                } 
            ], 
            "message": "Failed to fetch relatedPosts", 
            "data": [ 
                { 
                  "id": "2", 
                  "title": "Second book" 
                }, 
                { 
                  "id": "1", 
                  "title": "First book" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}
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この場合、エラーおよび errorMessage、errorType、data が data.errors[0] オブジェクトに存在
するため、allPosts[0].relatedPosts は null になります。

Lambda 関数から
AWS AppSync Lambda 関数がスローするエラーも認識します。Lambda プログラミングモデルを使用
し、処理されるエラーを発生させることができます。LambdaAWS AppSync 関数はエラーをスローした場
合、現在のフィールドを解決できません。Lambda から返されたエラーメッセージのみがレスポンスに設
定されます。現在のところ、Lambda 関数からエラーを発生させて、クライアントに無関係なデータを渡
すことはできません。

Note

Lambda 関数が処理されないエラーを発生させた場合は、LambdaAWS AppSync が設定したエ
ラーメッセージを使用します。

以下の Lambda 関数はエラーを発生させます。

exports.handler = async (event) => { 
  console.log('Received event {}', JSON.stringify(event, 3)) 
  throw new Error('I fail. always')
}

エラーは関数応答ハンドラーで受信されます。エラーをレスポンスに追加すること
で、GraphQLutil.appendError レスポンスで返送できます。そのためには、AWS AppSync 関数応答
ハンドラーを次のように変更します。

// the lambdaInvoke response handler
export function response(ctx) { 
  const { error, result } = ctx; 
  if (error) { 
    util.appendError(error.message, error.type, result); 
  } 
  return result;
}

これにより、以下のような GraphQL レスポンスが返されます。

{ 
  "data": { 
    "allPosts": null 
  }, 
  "errors": [ 
    { 
      "path": [ 
        "allPosts" 
      ], 
      "data": null, 
      "errorType": "Lambda:Unhandled", 
      "errorInfo": null, 
      "locations": [ 
        { 
          "line": 2, 
          "column": 3, 
          "sourceName": null 
        } 
      ], 
      "message": "I fail. always" 
    } 
  ]
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}

高度な使用例:バッチ処理
この例の Lambda 関数には、指定した投稿に関連する投稿のリストを返す relatedPosts フィール
ドが含まれています。この例のクエリでは、Lambda 関数からの allPosts フィールドの呼び出しに
より 5 件の投稿が返されます。relatedPosts返された各投稿についても解決するように指定したた
め、relatedPostsフィールド操作は 5 回呼び出されます。

query { 
    allPosts {   // 1 Lambda invocation - yields 5 Posts 
        id 
        author 
        title 
        content 
        url 
        ups 
        downs 
        relatedPosts {   // 5 Lambda invocations - each yields 5 posts 
            id 
            title 
        } 
    }
}

この特定の例ではそれほど重要ではないように思えるかもしれませんが、この複雑なオーバーフェッチに
よってアプリケーションがすぐに機能しなくなる可能性があります。

同じクエリで返された関連する Posts について、再度 relatedPosts を取得すると、呼び出しの数は大
幅に増加します。

query { 
    allPosts {   // 1 Lambda invocation - yields 5 Posts 
        id 
        author 
        title 
        content 
        url 
        ups 
        downs 
        relatedPosts {   // 5 Lambda invocations - each yield 5 posts = 5 x 5 Posts 
            id 
            title 
            relatedPosts {  // 5 x 5 Lambda invocations - each yield 5 posts = 25 x 5 Posts 
                id 
                title 
                author 
            } 
        } 
    }
}

この比較的単純なクエリではAWS AppSync 、Lambda 関数を 1 + 25 = 31 回呼び出します。

これはよくある課題であり、N+1 問題と呼ばれます (この例では、N = 5)。これによりアプリケーションの
レイテンシーとコストが増大します。

この問題を解決する 1 つの方法は、同様なフィールドのリゾルバーリクエストを同時にバッチ処理するこ
とです。この例では、Lambda 関数は指定された 1 つの投稿のリストを解決できます。
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これを実証するために、lambdaInvokerバッチ処理を処理するように関数を更新してみましょう。AWS 
AppSync 関数コードの更新:

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const {source, args} = ctx 
  return { 
    operation: ctx.info.fieldName === 'relatedPosts' ? 'BatchInvoke' : 'Invoke', 
    payload: { field: ctx.info.fieldName, arguments: args, source }, 
  };
}

export function response(ctx) { 
  const { error, result } = ctx; 
  if (error) { 
    util.appendError(error.message, error.type, result); 
  } 
  return result;
}

このコードでは、InvokeBatchInvokefieldName処理が解決されるまでの操作が変更されるようになり
ましたrelatedPosts。次に、「バッチ処理の設定」セクションで関数のバッチ処理を有効にします。最
大バッチサイズはに設定したままにします5。[Save] (保存) を選択します。

この変更により、Lambda 関数は以下を入力として受け取ります。relatedPosts

[ 
    { 
        "field": "relatedPosts", 
        "source": { 
            "id": 1 
        } 
    }, 
    { 
        "field": "relatedPosts", 
        "source": { 
            "id": 2 
        } 
    }, 
    ...
]

リクエストでを指定した場合BatchInvoke、Lambda 関数はリクエストのリストを解決できます。

具体的には、結果のリストがリクエストペイロードエントリのサイズおよび順序と一致する必要があり、
これにより結果のリストがリクエストペイロードエントリのサイズおよび順序と一致する必要があり、こ
れによりAWS AppSync 結果のリストが照合できます。

このバッチ処理の例では、Lambda 関数は次のように一連の結果を返します。

[ 
    [{"id":"2","title":"Second book"}, {"id":"3","title":"Third book"}],   // relatedPosts 
 for id=1 
    [{"id":"3","title":"Third book"}]                                     // relatedPosts 
 for id=2
]

以下のバッチ処理を処理するように Lambda コードを更新できますrelatedPosts。

exports.handler = async (event) => { 
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  console.log('Received event {}', JSON.stringify(event, 3)) 
  //throw new Error('I fail. always') 

  const posts = { 
    1: { id: '1', title: 'First book', author: 'Author1', url: 'https://amazon.com/', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT 
 AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1', ups: '100', downs: '10', }, 
    2: { id: '2', title: 'Second book', author: 'Author2', url: 'https://amazon.com', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT', ups: '100', downs: 
 '10', }, 
    3: { id: '3', title: 'Third book', author: 'Author3', url: null, content: null, ups: 
 null, downs: null }, 
    4: { id: '4', title: 'Fourth book', author: 'Author4', url: 'https://www.amazon.com/', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT 
 AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 
 4', ups: '1000', downs: '0', }, 
    5: { id: '5', title: 'Fifth book', author: 'Author5', url: 'https://www.amazon.com/', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT 
 AUTHOR 5 SAMPLE TEXT', ups: '50', downs: '0', }, 
  } 

  const relatedPosts = { 
    1: [posts['4']], 
    2: [posts['3'], posts['5']], 
    3: [posts['2'], posts['1']], 
    4: [posts['2'], posts['1']], 
    5: [], 
  } 
   
  if (!event.field && event.length){ 
    console.log(`Got a BatchInvoke Request. The payload has ${event.length} items to 
 resolve.`); 
    return event.map(e => relatedPosts[e.source.id]) 
  } 

  console.log('Got an Invoke Request.') 
  let result 
  switch (event.field) { 
    case 'getPost': 
      return posts[event.arguments.id] 
    case 'allPosts': 
      return Object.values(posts) 
    case 'addPost': 
      // return the arguments back 
      return event.arguments 
    case 'addPostErrorWithData': 
      result = posts[event.arguments.id] 
      // attached additional error information to the post 
      result.errorMessage = 'Error with the mutation, data has changed' 
      result.errorType = 'MUTATION_ERROR' 
      return result 
    case 'relatedPosts': 
      return relatedPosts[event.source.id] 
    default: 
      throw new Error('Unknown field, unable to resolve ' + event.field) 
  }
}

個々のエラーを返す
Lambda 関数から 1 つのエラーを返せることや、マッピングテンプレートからエラーを生成できることは
以前の例で説明しました。バッチ処理を呼び出した場合、Lambda 関数からエラーが発生すると、バッチ
処理全体が失敗としてフラグ付けされます。これは、データストアへの接続障害など、回復不可能なエ
ラーが発生する特定のシナリオでは許容できる場合があります。ただし、バッチ内の一部の項目が成功
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し、他の項目が失敗した場合は、エラーと有効なデータの両方を返す可能性があります。AWS AppSync 
バッチの元のサイズと一致する要素のリストとなるように要求されるため、エラーから有効なデータが識
別できるようなデータ構造を定義する必要があります。

たとえば、関連する一連の投稿が返されることを Lambda 関数が期待している場合に
は、data、errorMessage、errorType の各フィールドを任意に含む Response オブジェクトのリストを返
します。errorMessage フィールドが存在する場合は、エラーが発生したことを意味します。

次のコードは Lambda 関数の更新方法を示しています。

exports.handler = async (event) => { 
  console.log('Received event {}', JSON.stringify(event, 3)) 
  // throw new Error('I fail. always') 

  const posts = { 
    1: { id: '1', title: 'First book', author: 'Author1', url: 'https://amazon.com/', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT 
 AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1', ups: '100', downs: '10', }, 
    2: { id: '2', title: 'Second book', author: 'Author2', url: 'https://amazon.com', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT', ups: '100', downs: 
 '10', }, 
    3: { id: '3', title: 'Third book', author: 'Author3', url: null, content: null, ups: 
 null, downs: null }, 
    4: { id: '4', title: 'Fourth book', author: 'Author4', url: 'https://www.amazon.com/', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT 
 AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 
 4', ups: '1000', downs: '0', }, 
    5: { id: '5', title: 'Fifth book', author: 'Author5', url: 'https://www.amazon.com/', 
 content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT 
 AUTHOR 5 SAMPLE TEXT', ups: '50', downs: '0', }, 
  } 

  const relatedPosts = { 
    1: [posts['4']], 
    2: [posts['3'], posts['5']], 
    3: [posts['2'], posts['1']], 
    4: [posts['2'], posts['1']], 
    5: [], 
  } 
   
  if (!event.field && event.length){ 
    console.log(`Got a BatchInvoke Request. The payload has ${event.length} items to 
 resolve.`); 
    return event.map(e => { 
      // return an error for post 2 
      if (e.source.id === '2') { 
        return { 'data': null, 'errorMessage': 'Error Happened', 'errorType': 'ERROR' } 
      } 
      return {data: relatedPosts[e.source.id]} 
      }) 
  } 

  console.log('Got an Invoke Request.') 
  let result 
  switch (event.field) { 
    case 'getPost': 
      return posts[event.arguments.id] 
    case 'allPosts': 
      return Object.values(posts) 
    case 'addPost': 
      // return the arguments back 
      return event.arguments 
    case 'addPostErrorWithData': 
      result = posts[event.arguments.id] 
      // attached additional error information to the post 
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      result.errorMessage = 'Error with the mutation, data has changed' 
      result.errorType = 'MUTATION_ERROR' 
      return result 
    case 'relatedPosts': 
      return relatedPosts[event.source.id] 
    default: 
      throw new Error('Unknown field, unable to resolve ' + event.field) 
  }
}

lambdaInvokerAWS AppSync 機能コードを更新してください。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const {source, args} = ctx 
  return { 
    operation: ctx.info.fieldName === 'relatedPosts' ? 'BatchInvoke' : 'Invoke', 
    payload: { field: ctx.info.fieldName, arguments: args, source }, 
  };
}

export function response(ctx) { 
  const { error, result } = ctx; 
  if (error) { 
    util.appendError(error.message, error.type, result); 
  } else if (result.errorMessage) { 
    util.appendError(result.errorMessage, result.errorType, result.data) 
  } else if (ctx.info.fieldName === 'relatedPosts') { 
      return result.data 
  } else { 
      return result 
  }
}

レスポンスハンドラは、オペレーション時に Lambda 関数によって返されるエラーをチェック
し、Invokeオペレーションの個々の項目について返されたエラーをチェックし、最後にをチェックするよ
うになりましたfieldName。BatchInvokeの場合relatedPosts、関数は戻りますresult.data。そ
の他のフィールドはすべて関数が 1 つのフィールドの場合、result関数は返されます。この例では、以
下のような GraphQL レスポンスが返されます。

{ 
  "data": { 
    "allPosts": [ 
      { 
        "id": "1", 
        "relatedPosts": [ 
          { 
            "id": "4" 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "id": "2", 
        "relatedPosts": null 
      }, 
      { 
        "id": "3", 
        "relatedPosts": [ 
          { 
            "id": "2" 
          }, 
          { 
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            "id": "1" 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "id": "4", 
        "relatedPosts": [ 
          { 
            "id": "2" 
          }, 
          { 
            "id": "1" 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "id": "5", 
        "relatedPosts": [] 
      } 
    ] 
  }, 
  "errors": [ 
    { 
      "path": [ 
        "allPosts", 
        1, 
        "relatedPosts" 
      ], 
      "data": null, 
      "errorType": "ERROR", 
      "errorInfo": null, 
      "locations": [ 
        { 
          "line": 4, 
          "column": 5, 
          "sourceName": null 
        } 
      ], 
      "message": "Error Happened" 
    } 
  ]
}

最大バッチサイズの設定
デフォルトでは、を使用するとBatchInvoke、最大 5AWS AppSync 項目のバッチでリクエストを 
Lambda 関数に送信します。Lambda リゾルバーの最大バッチサイズは、上記のように設定できます。

リゾルバーの最大バッチサイズを設定するには、AWS Command Line Interface (AWS CLI) で次のコマン
ドを使用します。

$ aws appsync create-resolver --api-id <api-id> --type-name Query --field-name relatedPosts 
 \ 
 --request-mapping-template "<template>" --response-mapping-template "<template>" --data-
source-name "<lambda-datasource>" \  
 --max-batch-size X

Note

リクエストマッピングテンプレートを提供するときは、BatchInvokeオペレーションを使用して
バッチ処理を使用する必要があります。
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リゾルバーチュートリアル (VTL)
データソースとリゾルバーによって、GraphQLAWS AppSync リクエストをどのように変換し、AWS
リソースから情報をどのように取得するかが制御されます。AWS AppSync 特定のデータソース型で
自動プロビジョニングと自動接続がサポートされています。AWS AppSync データソースとしてAWS 
Lambda、、Amazon DynamoDB、リレーショナルデータベース（Amazon Aurora Serverless）、、およ
び HTTP エンドポイントを指定します。 OpenSearch 既存の AWS リソースを使用する GraphQL API を
使用して、データソースとリゾルバーを構築できます。このセクションでは、そのプロセスの詳細なしく
みやチューニングオプションについて理解を深めるための一連のチュートリアルを通じて説明します。

AWS AppSync リゾルバ対応の Apache Velocity Template Language (VTL) で書かれたマッピングテンプ
レートを使用します。 マッピングテンプレートの詳細については、「リゾルバーのマッピングテンプレー
トリファレンス (p. 450)」を参照してください。VTL の操作の詳細については、「リゾルバマッピング
テンプレートプログラミングガイド (p. 457)」を参照してください。

AWS AppSync 「スキーマからのプロビジョニング (オプション)」および「サンプルスキーマの起
動 (p. 3)」で説明しているように、は GraphQL スキーマからの (p. 63) DynamoDB テーブルの自動プロビ
ジョニングがサポートされています。既存の DynamoDB テーブルからインポートして、スキーマを作成
し、リゾルバーを接続することもできます。これについては、「Amazon DynamoDB からのインポート 
(オプション) (p. 67)」で概説されています。

トピック
• チュートリアル:DynamoDB リゾルバー (p. 115)
• チュートリアル: Lambda リゾルバー (p. 153)
• チュートリアル: アマゾンOpenSearchサービスリゾルバー (p. 167)
• チュートリアル: ローカルリゾルバー (p. 173)
• チュートリアル: GraphQL リゾルバーの組み合わせ (p. 174)
• チュートリアル :DynamoDB Batch リゾルバー (p. 178)
• チュートリアル: DynamoDB トランザクションリゾルバー (p. 191)
• チュートリアル: HTTPリゾルバー (p. 199)
• チュートリアル: Aurora Serverless (p. 204)
• チュートリアル: パイプラインリゾルバー (p. 213)
• チュートリアル: 差分同期 (p. 223)

チュートリアル:DynamoDB リゾルバー
このチュートリアルでは、Amazon DynamoDB テーブルを GraphQL APIAWS AppSync に移行して接続す
る方法について説明します。

DynamoDBAWS AppSync リソースをプロビジョニングするようにできます。または、必要であれば、
データソースとリゾルバーを作成することで、既存のテーブルを GraphQL スキーマに接続できます。い
ずれの場合も、GraphQL ステートメントを使用して DynamoDB データベースへの読み取りと書き込みを
行うことができ、リアルタイムデータをサブスクライブできます。

GraphQL ステートメントが DynamoDB オペレーションに変換され、レスポンスが GraphQL に変換され
るように、特定の設定ステップを完了しておく必要があります。このチュートリアルでは、いくつかの実
際のシナリオおよびデータアクセスパターンを使用して、その設定手順の概要を示します。

DynamoDB テーブルをセットアップする
このチュートリアルを開始するには、まず、次のステップに従ってAWSリソースをプロビジョニングする
必要があります。
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1. CLIAWSAWS CloudFormation の次のテンプレートを使用してリソースをプロビジョニングします。

aws cloudformation create-stack \ 
    --stack-name AWSAppSyncTutorialForAmazonDynamoDB \ 
    --template-url https://s3.us-west-2.amazonaws.com/awsappsync/resources/dynamodb/
AmazonDynamoDBCFTemplate.yaml \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM

または、AWSアカウントでは、米国西部 2 (オレゴン) 地区のこのAWS CloudFormationスタックを起
動できます。

これにより、以下の項目が作成されます。

• データを保持するDynamoDBテーブルがAppSyncTutorial-Post呼び出されます。Post
• AWS AppSync で Post テーブルとやり取りできるようにするための IAM ロールとそれに関連付け

られている 管理ポリシー。
2. スタックおよび作成されたリソースに関する詳細を確認するには、次の CLI コマンドを実行します。

aws cloudformation describe-stacks --stack-name AWSAppSyncTutorialForAmazonDynamoDB

3. そのリソースを削除するには、次のコマンドを実行します。

aws cloudformation delete-stack --stack-name AWSAppSyncTutorialForAmazonDynamoDB

GraphQL API の作成
AWS AppSync で GraphQL API を作成するには、以下の手順に従います。

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

• API ダッシュボードで、「API を作成」を選択します。
2. 「API をカスタマイズする」または「Amazon DynamoDB からインポート」ウィンドウで、「最初か

らビルド」を選択します。

• 同じウィンドウの右にある [開始] を選択します。
3. API 名フィールドで、API の名前をに設定しますAWSAppSyncTutorial。
4. [作成] を選択します。

AWS AppSync コンソールによって、API キー認証モードを使用して新しい GraphQL API が作成されま
す。このコンソールを使用して、残りの GraphQL API をセットアップでき、このチュートリアルの残りの
部分でクエリを実行できます。

基本的なポスト API の定義
これで、AWS AppSync GraphQL API が作成されたので、ポストデータの基本的な作成、取得、削除を許
可する基本スキーマをセットアップできます。

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

• API ダッシュボードで、先ほど作成した API を選択します。
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2. サイドバーで「スキーマ」を選択します。

• 「スキーマ」ペインで、内容を次のコードに置き換えます。

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}

type Query { 
    getPost(id: ID): Post
}

type Mutation { 
    addPost( 
        id: ID! 
        author: String! 
        title: String! 
        content: String! 
        url: String! 
    ): Post!
}

type Post { 
    id: ID! 
    author: String 
    title: String 
    content: String 
    url: String 
    ups: Int! 
    downs: Int! 
    version: Int!
}

3. [Save] (保存) を選択します。

このスキーマでは、Post 型と、Post オブジェクトを追加および取得するオペレーションを定義していま
す。

DynamoDB テーブル用のデータソースの設定
次に、スキーマで定義されているクエリとミューテーションを AppSyncTutorial-Post DynamoDB 
テーブルにリンクします。

まず、AWS AppSync にユーザーのテーブルを認識させる必要があります。これを行うには AWS 
AppSync にデータソースをセットアップします。

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、お使いの GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで、「データソース」を選択します。

2. [Create data source (データソースを作成)] を選択します。

a. [データソース名] に in と入力しますPostDynamoDBTable。
b. [データソースタイプ] には、Amazon DynamoDB テーブルを選択します。
c. [リージョン] には、[US-WEST-2] を選択します。
d. [テーブル名] には、AppSyncTutorial-Post DynamoDB テーブルを選択します。
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e. 次に、新しい IAM ロールを作成するか (推奨)、lambda:invokeFunction への IAM アクセス許
可を持つ既存のロールを選択します。データソースのアタッチ (p. 32)で説明しているように、既
存のロールに信頼ポリシーが必要です。

次に、リソースで操作を実行するために必要なアクセス許可を持つ IAM ポリシーの例を示しま
す。

{  
     "Version": "2012-10-17",  
     "Statement": [  
         {  
             "Effect": "Allow",  
             "Action": [ "lambda:invokeFunction" ],  
             "Resource": [  
                 "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction",  
                 "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction:*"  
             ]  
         }  
     ]  
 }

3. [作成] を選択します。

addPost リゾルバーのセットアップ (DynamoDB 
PutItem)
AWS AppSync が DynamoDB テーブルを認識したら、リゾルバーを定義することで、そのテーブルを個々
のクエリおよびミューテーションにリンクできます。最初に作成するリゾルバーは、AppSyncTutorial-
Post DynamoDBaddPost テーブルにポストを作成できるようにするリゾルバーです。

リゾルバーには以下のコンポーネントがあります。

• リゾルバーをアタッチする、GraphQL スキーマ内の場所。この例では、addPost 型の Mutation
フィールドにリゾルバーをセットアップしています。このリゾルバーは、呼び出し元が mutation 
{ addPost(...){...} } を呼び出したときに呼び出されます。

• このリゾルバーで使用するデータソース。この例では、PostDynamoDBTable DynamoDB テーブルに
エントリを追加できるように、前に定義した AppSyncTutorial-Post データソースを使用します。

• リクエストマッピングテンプレート。リクエストマッピングテンプレートの目的は、呼び出し元からの
受信リクエストを取り込み、それを DynamoDB に対して実行するための AWS AppSync 用のインスト
ラクションに変換することです。

• レスポンスマッピングテンプレート。レスポンスマッピングテンプレートの目的は、DynamoDB か
らのレスポンスを取り込み、それを GraphQL で想定されているものに変換し直すことです。これ
は、DynamoDB でのデータのシェイプが GraphQL での Post 型と異なる場合に便利です。ただし、こ
の例では、両方のシェイプが同じであるため、データをそのまま渡します。

リゾルバーをセットアップするには、以下の手順に従います。

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、お使いの GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで、「データソース」を選択します。

2. [Create data source (データソースを作成)] を選択します。

a. [データソース名] に in と入力しますPostDynamoDBTable。
b. [データソースタイプ] には、Amazon DynamoDB テーブルを選択します。
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c. [リージョン] には、[US-WEST-2] を選択します。
d. [テーブル名] には、AppSyncTutorial-Post DynamoDB テーブルを選択します。
e. 次に、新しい IAM ロールを作成するか (推奨)、lambda:invokeFunction への IAM アクセス許

可を持つ既存のロールを選択します。データソースのアタッチ (p. 32)で説明しているように、既
存のロールに信頼ポリシーが必要です。

次に、リソースで操作を実行するために必要なアクセス許可を持つ IAM ポリシーの例を示しま
す。

{  
     "Version": "2012-10-17",  
     "Statement": [  
         {  
             "Effect": "Allow",  
             "Action": [ "lambda:invokeFunction" ],  
             "Resource": [  
                 "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction",  
                 "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction:*"  
             ]  
         }  
     ]  
 }

3. [作成] を選択します。
4. [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
5. 右側のデータ型ペインで、ミューテーション型のaddPostフィールドを見つけて、アタッチを選択し

ます。
6. [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
7. 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id) 
    }, 
    "attributeValues" : { 
        "author" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.author), 
        "title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.title), 
        "content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.content), 
        "url" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.url), 
        "ups" : { "N" : 1 }, 
        "downs" : { "N" : 0 }, 
        "version" : { "N" : 1 } 
    }
}

注 : 「型」はすべてのキーと属性値で指定されています。たとえば、author フィールドを { "S" : 
"${context.arguments.author}" } に設定します。Sパートによって、その値が文字列値で
あることが DynamoDB に指示されます。AWS AppSync 実際の値は author 引数から入力されま
す。同様に、version フィールドは、型として N が使用されているため数値フィールドです。最後
に、ups、downs および version フィールドの初期化も行っています。

このチュートリアルでは、GraphQL ID!型を指定しました。それは、DynamoDB に挿入される
新しい項目をインデックス付けし、クライアントの引数の一部として渡されます。AWS AppSync 
には $utils.autoId() という自動ID生成用のユーティリティが付属していますので "id" : 
{ "S" : "${$utils.autoId()}" } 形式で使っていた可能性もあります。そのため、id: ID!
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を addPost() のスキーマ定義から除外するだけで、自動的に挿入されます。このチュートリアルで
はこの手法を使用しませんが、DynamoDB テーブルに書き込む場合はこの手法を検討することをお勧
めします。

マッピングテンプレートの詳細については、「リゾルバーのマッピングテンプレートの概
要 (p. 450)」リファレンスドキュメントを参照してください。 GetItem リクエストマッピングの詳
細については、GetItem (p. 515)リファレンスドキュメントを参照してください。型の詳細について
は、「型システム (リクエストマッピング) (p. 548)」リファレンスドキュメントを参照してくださ
い。

8. 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設
定)] に貼り付けます。

$utils.toJson($context.result)

注 : AppSyncTutorial-Post テーブルでのデータのシェイプは GraphQL での Post 型のシェイプ
と厳密に一致しているため、このレスポンスマッピングテンプレートは結果をそのまま渡すだけで
す。また、このチュートリアルのすべての例では、これと同じレスポンスマッピングテンプレートだ
けを使用しているため、作成するファイルはこの 1 つだけです。

9. [Save] (保存) を選択します。

ポストを追加する API の呼び出し
これで、AWS AppSync リゾルバーがセットアップされたので、受信addPostミューテーションを 
DynamoDB の DynamoDB PutItem オペレーションに変換できるようになりました。ユーザーはミュー
テーションを実行してテーブルに何かを入れることができるようになりました。

• [Queries (クエリ)] タブを選択します。
• 以下のミューテーションを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。

mutation addPost { 
  addPost( 
    id: 123 
    author: "AUTHORNAME" 
    title: "Our first post!" 
    content: "This is our first post." 
    url: "https://aws.amazon.com/appsync/" 
  ) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• 新しく作成されたポストの結果が、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次の

ように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "addPost": { 
      "id": "123", 
      "author": "AUTHORNAME", 
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      "title": "Our first post!", 
      "content": "This is our first post.", 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 1, 
      "downs": 0, 
      "version": 1 
    } 
  }
}

何が起こったのかを以下に説明します。

• AWS AppSync addPostミューテーションリクエストを受け取りました。
• AWS AppSync リクエストとリクエストマッピングテンプレートを取り込んで、リクエストマッピング

ドキュメントを生成しました。そのドキュメントは次のようになっていました。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key" : { 
        "id" : { "S" : "123" } 
    }, 
    "attributeValues" : { 
        "author": { "S" : "AUTHORNAME" }, 
        "title": { "S" : "Our first post!" }, 
        "content": { "S" : "This is our first post." }, 
        "url": { "S" : "https://aws.amazon.com/appsync/" }, 
        "ups" : { "N" : 1 }, 
        "downs" : { "N" : 0 }, 
        "version" : { "N" : 1 } 
    }
}

• AWS AppSync リクエストマッピングドキュメントを使用して、DynamoDBPutItem リクエストを生成
して実行しました。

• AWS AppSync PutItemリクエストの結果を取り込んで、それを GraphQL 型に変換し直しました。

{ 
    "id" : "123", 
    "author": "AUTHORNAME", 
    "title": "Our first post!", 
    "content": "This is our first post.", 
    "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
    "ups" : 1, 
    "downs" : 0, 
    "version" : 1
}

• そのデータは、レスポンスマッピングドキュメントを介して変更されずに渡されました。
• 新しく作成されたオブジェクトが GraphQL レスポンスで返されました。

getPost リゾルバー (DynamoDB GetItem) のセット
アップ
これで、AppSyncTutorial-Post DynamoDB テーブルにデータを追加できるようになりました。次
は、AppSyncTutorial-Post テーブルからデータを取得できるように、getPost クエリを設定する必
要があります。そのためには、別のリゾルバーを設定します。
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• [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
• 右側のデータ型ペインで、Query型のgetPostフィールドを見つけて、[アタッチ] を選択します。
• [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "GetItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }
}

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

$utils.toJson($context.result)

• [Save] (保存) を選択します。

ポストを取得する API の呼び出し
これで、リゾルバーがセットアップされたので、受信getPostクエリを DynamoDB の DynamoDBAWS 
AppSync GetItem オペレーションに変換する方法を知っていることになり、次は、先ほど作成したポス
トを取得するクエリを実行できます。

• [Queries (クエリ)] タブを選択します。
• [Queries] ペインに、次の内容を貼り付けます。

query getPost { 
  getPost(id:123) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• DynamoDB から取得されたポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次

のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "getPost": { 
      "id": "123", 
      "author": "AUTHORNAME", 
      "title": "Our first post!", 
      "content": "This is our first post.", 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 1, 
      "downs": 0, 
      "version": 1 
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    } 
  }
}

何が起こったのかを以下に説明します。

• AWS AppSync getPostクエリリクエストを受け取りました。
• AWS AppSync リクエストとリクエストマッピングテンプレートを取り込んで、リクエストマッピング

ドキュメントを生成しました。そのドキュメントは次のようになっていました。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "GetItem", 
    "key" : { 
        "id" : { "S" : "123" } 
    }
}

• AWS AppSync リクエストマッピングドキュメントを使用して、DynamoDB GetItem リクエストを生成
して実行しました。

• AWS AppSync GetItemリクエストの結果を取り込んで、それを GraphQL 型に変換し直しました。

{ 
    "id" : "123", 
    "author": "AUTHORNAME", 
    "title": "Our first post!", 
    "content": "This is our first post.", 
    "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
    "ups" : 1, 
    "downs" : 0, 
    "version" : 1
}

• そのデータは、レスポンスマッピングドキュメントを介して変更されずに渡されました。
• 取得したオブジェクトがレスポンスで返されました。

または、以下の例を見てみましょう。

query getPost { 
  getPost(id:123) { 
    id 
    author 
    title 
  }
}

getPostクエリにid、、titleおよびのみが必要な場合はauthor、リクエストマッピングテンプレート
を変更して、投影式を使用して DynamoDB テーブルから必要な属性のみを指定することで、DynamoDB 
からへの不必要なデータ転送を回避できますAWS AppSync。たとえば、リクエストマッピングテンプレー
トは以下のスニペットのようになります。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "GetItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }, 
    "projection" : { 
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     "expression" : "#author, id, title", 
     "expressionNames" : { "#author" : "author"} 
    }
}

updatePost ミューテーション (DynamoDB 
UpdateItem) の作成
これで、DynamoDB 内の Post オブジェクトを作成および取得できるようになりました。次は、オブ
ジェクトを更新できるように、新しいミューテーションを設定します。そのためには、 UpdateItem 
DynamoDB オペレーションを使用します。

• [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
• [Schema (スキーマ)] ペインの Mutation 型を次のように変更して、新しい updatePost ミューテー

ションを追加します。

type Mutation { 
    updatePost( 
        id: ID!, 
        author: String!, 
        title: String!, 
        content: String!, 
        url: String! 
    ): Post 
    addPost( 
        author: String! 
        title: String! 
        content: String! 
        url: String! 
    ): Post!
}

• [Save] (保存) を選択します。
• 右側のデータ型ペインで、updatePostフィールドに新しく作成されたミューテーション型を見つけ

て、アタッチを選択します。
• [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "UpdateItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id) 
    }, 
    "update" : { 
        "expression" : "SET author = :author, title = :title, content = :content, #url 
 = :url ADD version :one", 
        "expressionNames": { 
            "#url" : "url" 
        }, 
        "expressionValues": { 
            ":author" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.author), 
            ":title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.title), 
            ":content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.content), 
            ":url" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.url), 
            ":one" : { "N": 1 } 
        } 
    }
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}

注意:このリゾルバーでは DynamoDB が使用されていて UpdateItem、 PutItem オペレーションと大幅に
異なります。DynamoDB では、項目全体が書き込まれるのではなく、特定の属性が更新されるように
します。これを行うには、DynamoDB の更新式を使用します。その式自体は、expression セクショ
ンの update フィールドで指定されています。その式では、author、title、content、url の各属性
を設定し、version フィールドを増分しています。使用される値は式自体には記述されていません。
この式には、名前がコロンで始まるプレースホルダーがあり、それぞれの値は expressionValues
フィールドで定義されています。最後に、DynamoDB には、expression で使用できない予約語があ
ります。たとえば、url は予約語であるため、url フィールドを更新するには、名前のプレースホル
ダーを expressionNames フィールドで定義できます。

UpdateItemリクエストマッピングの詳細については、UpdateItem (p. 518)リファレンスドキュメ
ントを参照してください。update 式の作成方法の詳細については、DynamoDB UpdateExpressions ド
キュメントを参照してください。

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

$utils.toJson($context.result)

ポストを更新する API の呼び出し
これで、リゾルバーがセットアップされたので、受信updateミューテーションを DynamoDB の 
DynamoDBAWS AppSync Update オペレーションに変換する方法を知っていることになり、ユーザー
は、前のステップで書き込んだ項目を更新するミューテーションを実行できるようになりました。

• [Queries (クエリ)] タブを選択します。
• 次のミューテーションを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。また、id 引数を、前にメモしてお

いた値に更新する必要があります。

mutation updatePost { 
  updatePost( 
    id:"123" 
    author: "A new author" 
    title: "An updated author!" 
    content: "Now with updated content!" 
    url: "https://aws.amazon.com/appsync/" 
  ) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• DynamoDB で更新されたポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次の

ように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "updatePost": { 
      "id": "123", 
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      "author": "A new author", 
      "title": "An updated author!", 
      "content": "Now with updated content!", 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 1, 
      "downs": 0, 
      "version": 2 
    } 
  }
}

この例では、upsおよびdownsフィールドは変更されていません。これは、リクエストマッピングテン
プレートで、それらのフィールドで何かを行うように DynamoDB に指示していないためです。AWS 
AppSync また、versionフィールドが 1 ずつ増加します。これはAWS AppSync 、versionフィールド
に 1 を追加するように DynamoDB に指示しているためです。

updatePost ストリゾルバーの変更 (DynamoDB 
UpdateItem)
updatePost ミューテーションの手始めとしてはこれで十分ですが、次の 2 つの主な問題があります。

• 1 つのフィールドだけを更新する場合でも、すべてのフィールドを更新する必要があります。
• 2 人のユーザーがこのオブジェクトを変更すると、情報が失われる可能性があります。

これらの問題に対処するために、リクエストで指定された引数のみを変更し、UpdateItem オペレーショ
ンに条件を追加するように、updatePost ミューテーションを修正します。

1. [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
2. [Schema (スキーマ)] ペインで Mutation 型の updatePost フィールドを変更し

て、author、title、content、url の各引数から感嘆符を除去し、id フィールドが元のま
まになるようにします。これにより、それらの引数が省略可能になります。また、新しい必須の
expectedVersion 引数を追加します。

type Mutation { 
    updatePost( 
        id: ID!, 
        author: String, 
        title: String, 
        content: String, 
        url: String, 
        expectedVersion: Int! 
    ): Post 
    addPost( 
        author: String! 
        title: String! 
        content: String! 
        url: String! 
    ): Post!
}

3. [Save] (保存) を選択します。
4. 右側の [Data types (データ型)] ペインで、ミューテーション型の updatePost フィールドを見つけま

す。
5. PostDynamoDBTable を選択して、既存のリゾルバーを開きます。
6. [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] にあるリクエス

トマッピングテンプレートを次のように変更します。
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{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "UpdateItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id) 
    }, 

    ## Set up some space to keep track of things you're updating ** 
    #set( $expNames  = {} ) 
    #set( $expValues = {} ) 
    #set( $expSet = {} ) 
    #set( $expAdd = {} ) 
    #set( $expRemove = [] ) 

    ## Increment "version" by 1 ** 
    $!{expAdd.put("version", ":one")} 
    $!{expValues.put(":one", { "N" : 1 })} 

    ## Iterate through each argument, skipping "id" and "expectedVersion" ** 
    #foreach( $entry in $context.arguments.entrySet() ) 
        #if( $entry.key != "id" && $entry.key != "expectedVersion" ) 
            #if( (!$entry.value) && ("$!{entry.value}" == "") ) 
                ## If the argument is set to "null", then remove that attribute from the 
 item in DynamoDB ** 

                #set( $discard = ${expRemove.add("#${entry.key}")} ) 
                $!{expNames.put("#${entry.key}", "$entry.key")} 
            #else 
                ## Otherwise set (or update) the attribute on the item in DynamoDB ** 

                $!{expSet.put("#${entry.key}", ":${entry.key}")} 
                $!{expNames.put("#${entry.key}", "$entry.key")} 
                $!{expValues.put(":${entry.key}", { "S" : "${entry.value}" })} 
            #end 
        #end 
    #end 

    ## Start building the update expression, starting with attributes you're going to 
 SET ** 
    #set( $expression = "" ) 
    #if( !${expSet.isEmpty()} ) 
        #set( $expression = "SET" ) 
        #foreach( $entry in $expSet.entrySet() ) 
            #set( $expression = "${expression} ${entry.key} = ${entry.value}" ) 
            #if ( $foreach.hasNext ) 
                #set( $expression = "${expression}," ) 
            #end 
        #end 
    #end 

    ## Continue building the update expression, adding attributes you're going to ADD ** 
    #if( !${expAdd.isEmpty()} ) 
        #set( $expression = "${expression} ADD" ) 
        #foreach( $entry in $expAdd.entrySet() ) 
            #set( $expression = "${expression} ${entry.key} ${entry.value}" ) 
            #if ( $foreach.hasNext ) 
                #set( $expression = "${expression}," ) 
            #end 
        #end 
    #end 

    ## Continue building the update expression, adding attributes you're going to REMOVE 
 ** 
    #if( !${expRemove.isEmpty()} ) 
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        #set( $expression = "${expression} REMOVE" ) 

        #foreach( $entry in $expRemove ) 
            #set( $expression = "${expression} ${entry}" ) 
            #if ( $foreach.hasNext ) 
                #set( $expression = "${expression}," ) 
            #end 
        #end 
    #end 

    ## Finally, write the update expression into the document, along with any 
 expressionNames and expressionValues ** 
    "update" : { 
        "expression" : "${expression}" 
        #if( !${expNames.isEmpty()} ) 
            ,"expressionNames" : $utils.toJson($expNames) 
        #end 
        #if( !${expValues.isEmpty()} ) 
            ,"expressionValues" : $utils.toJson($expValues) 
        #end 
    }, 

    "condition" : { 
        "expression"       : "version = :expectedVersion", 
        "expressionValues" : { 
            ":expectedVersion" : 
 $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.expectedVersion) 
        } 
    }
}

7. [Save] (保存) を選択します。

このテンプレートでは、より複雑な例を示します。マッピングテンプレートの力と柔軟性を示していま
す。すべての引数をループ処理し、id と expectedVersion をスキップしています。引数が何かの値に
設定されている場合は、DynamoDB 内のオブジェクトのその属性を更新するように DynamoDB に指示し
ます。AWS AppSync 属性が null に設定されている場合は、ポストオブジェクトからその属性を削除する
ように DynamoDB に指示します。AWS AppSync 引数が指定されていない場合、その属性は元のままにな
ります。また、version フィールドが増分されます。

また、新しい condition セクションがあります。条件式により、オペレーションが実行される前にAWS 
AppSync 、DynamoDB 内の既存のオブジェクトの状態に基づいて、そのリクエストが成功するかどう
かを DynamoDB に指示できます。この例では、DynamoDB に現在ある項目の version フィールドが
expectedVersion 引数と厳密に一致する場合にのみ、UpdateItem リクエストが成功するように指示し
ています。

条件式の詳細については、「条件式 (p. 555)」リファレンスドキュメントを参照してください。

ポストを更新する API の呼び出し
新しいリゾルバーで Post オブジェクトを更新してみましょう。

• [Queries (クエリ)] タブを選択します。
• 以下のミューテーションを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。また、id 引数を、前にメモして

おいた値に更新する必要があります。

mutation updatePost { 
  updatePost( 
    id:123 
    title: "An empty story" 
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    content: null 
    expectedVersion: 2 
  ) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• DynamoDB で更新されたポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次の

ように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "updatePost": { 
      "id": "123", 
      "author": "A new author", 
      "title": "An empty story", 
      "content": null, 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 1, 
      "downs": 0, 
      "version": 3 
    } 
  }
}

このリクエストでは、と DynamoDB にtitle andAWS AppSync content フィールドのみを更新するよ
うに依頼しました。その他のフィールドは元のままです (増分する version フィールドは除く)。title
属性を新しい値に設定し、ポストから content 属性を削除しています。author、urlups、downs の各
フィールドは変更されません。

リクエストはまったく同じままで、このミューテーションをもう一度実行してみます。次のようなレスポ
ンスが表示されます。

{ 
  "data": { 
    "updatePost": null 
  }, 
  "errors": [ 
    { 
      "path": [ 
        "updatePost" 
      ], 
      "data": { 
        "id": "123", 
        "author": "A new author", 
        "title": "An empty story", 
        "content": null, 
        "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
        "ups": 1, 
        "downs": 0, 
        "version": 3 
      }, 
      "errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException", 
      "locations": [ 
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        { 
          "line": 2, 
          "column": 3 
        } 
      ], 
      "message": "The conditional request failed (Service: AmazonDynamoDBv2; 
 Status Code: 400; Error Code: ConditionalCheckFailedException; Request ID: 
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
    } 
  ]
}

このリクエストは、条件式が false と評価されるため失敗します。

• このリクエストを最初に実行したときに、DynamoDB 内のこのポストの version フィールドの値は
2 であり、expectedVersion 引数と一致していました。このリクエストは成功し、DynamoDB で
version フィールドが 3 に増分されました。

• このリクエストを 2 回目に実行したときに、DynamoDB 内のこのポストの version フィールドの値は
3 であり、expectedVersion 引数と一致していませんでした。

このパターンは通常、「オプティミスティックロック」と呼ばれます。

AWS AppSync DynamoDB リゾルバーの機能は、DynamoDB 内のポストオブジェクトの現在の値を返す
ことです。そのことは、GraphQL レスポンスの data セクションの errors フィールドで確認できます。
アプリケーションでは、この情報を使用して、どのように続行するかを決めることができます。この例
では、DynamoDB 内のオブジェクトの version フィールドが 3 に設定されていることを確認できるた
め、expectedVersion 引数を 3 に更新するだけで、このリクエストが再度成功するようになります。

条件チェックの失敗の処理の詳細については、マッピングテンプレートのリファレンスドキュメントの
「条件式 (p. 555)」を参照してください。

upvotePost と downvotePost ミューテーション 
(DynamoDB UpdateItem) の作成
Post 型には、賛成票と反対票を記録できる ups フィールドと downs フィールドがありますが、この API 
ではそのフィールドに対して何も行えません。ポストに賛成および反対するための、いくつかのミュー
テーションを追加してみましょう。

• [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
• [Schema (スキーマ)] ペインの Mutation 型を変更して、新しい upvotePost と downvotePost

ミューテーションを次のように追加します。

type Mutation { 
    upvotePost(id: ID!): Post 
    downvotePost(id: ID!): Post 
    updatePost( 
        id: ID!, 
        author: String, 
        title: String, 
        content: String, 
        url: String, 
        expectedVersion: Int! 
    ): Post 
    addPost( 
        author: String!, 
        title: String!, 
        content: String!, 
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        url: String! 
    ): Post!
}

• [Save] (保存) を選択します。
• 右側のデータ型ペインで、ミューテーション型の新しく作成された upvotePost フィールドを見つけて、

[アタッチ] を選択します。
• [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "UpdateItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id) 
    }, 
    "update" : { 
        "expression" : "ADD ups :plusOne, version :plusOne", 
        "expressionValues" : { 
            ":plusOne" : { "N" : 1 } 
        } 
    }
}

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

$utils.toJson($context.result)

• [Save] (保存) を選択します。
• 右側のデータ型ペインで、ミューテーション型の新しく作成された downvotePost フィールドを見つ

けて、[アタッチ] を選択します。
• [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "UpdateItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id) 
    }, 
    "update" : { 
        "expression" : "ADD downs :plusOne, version :plusOne", 
        "expressionValues" : { 
            ":plusOne" : { "N" : 1 } 
        } 
    }
}

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

$utils.toJson($context.result)

• [Save] (保存) を選択します。
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ポストに賛成および反対するための API の呼び出し
これで、新しいリゾルバーがセットアップされたので、受信upvotePost、downvoteミューテーション
を DynamoDB の DynamoDBAWS AppSync UpdateItem オペレーションに変換する方法を知っていること
になり、これで、先ほど作成したポストに賛成または反対するミューテーションを実行できるようになり
ました。

• [Queries (クエリ)] タブを選択します。
• 以下のミューテーションを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。また、id 引数を、前にメモして

おいた値に更新する必要があります。

mutation votePost { 
  upvotePost(id:123) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• そのポストが DynamoDB で更新され、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは

次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "upvotePost": { 
      "id": "123", 
      "author": "A new author", 
      "title": "An empty story", 
      "content": null, 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 6, 
      "downs": 0, 
      "version": 4 
    } 
  }
}

• さらに数回、[Execute query (クエリを実行)] を選択します。このクエリを実行するたびに、ups フィー
ルドと version フィールドが 1 つずつ増加することを確認できます。

• 次のようにクエリを変更し、downvotePost ミューテーションを呼び出します。

mutation votePost { 
  downvotePost(id:123) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}
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• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。今度は、このクエリを実行す
るたびに、downs フィールドと version フィールドが 1 つずつ増加することを確認できます。

{ 
  "data": { 
    "downvotePost": { 
      "id": "123", 
      "author": "A new author", 
      "title": "An empty story", 
      "content": null, 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 6, 
      "downs": 4, 
      "version": 12 
    } 
  }
}

deletePost リゾルバー (DynamoDB DeleteItem) の
セットアップ
次は、ポストを削除するミューテーションを設定します。そのためには、DynamoDB の DeleteItem オ
ペレーションを使用します。

• [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
• [Schema (スキーマ)] ペインの Mutation 型を次のように変更して、新しい deletePost ミューテー

ションを追加します。

type Mutation { 
    deletePost(id: ID!, expectedVersion: Int): Post 
    upvotePost(id: ID!): Post 
    downvotePost(id: ID!): Post 
    updatePost( 
        id: ID!, 
        author: String, 
        title: String, 
        content: String, 
        url: String, 
        expectedVersion: Int! 
    ): Post 
    addPost( 
        author: String!, 
        title: String!, 
        content: String!, 
        url: String! 
    ): Post!
}

今回は、expectedVersion フィールドを省略可能にしています。これについては、リクエストマッピ
ングテンプレートを追加するときに説明します。

• [Save] (保存) を選択します。
• 右側のデータ型ペインで、ミューテーション型の新しく作成された delete フィールドを見つけて、[ア

タッチ] を選択します。
• [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。
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{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "DeleteItem", 
    "key": { 
        "id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id) 
    } 
    #if( $context.arguments.containsKey("expectedVersion") ) 
        ,"condition" : { 
            "expression"       : "attribute_not_exists(id) OR version 
 = :expectedVersion", 
            "expressionValues" : { 
                ":expectedVersion" : 
 $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.expectedVersion) 
            } 
        } 
    #end
}

注 : expectedVersion 引数は省略可能な引数です。呼び出し元がリクエストで expectedVersion
引数を設定していると、項目が既に削除されている場合、または DynamoDB 内のポストの version 属
性が expectedVersion と完全に一致する場合にのみ、DeleteItem リクエストが成功することを許
可する条件が、テンプレートによって追加されます。この引数が省略されている場合は、DeleteItem
リクエストで条件式が指定されていません。version の値や項目が DynamoDB に存在するかどうかに
関係なく、成功します。

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

$utils.toJson($context.result)

注意: 項目を削除する場合でも、その項目がまだ削除されていなければ、削除された項目を返すことがで
きます。

• [Save] (保存) を選択します。

DeleteItemリクエストマッピングの詳細については、DeleteItem (p. 522)リファレンスドキュメントを
参照してください。

ポストを削除する API の呼び出し
これで、リゾルバーがセットアップされたので、受信deleteミューテーションを DynamoDB の 
DynamoDBAWS AppSync DeleteItem オペレーションに変換する方法を知っていることになり、ユー
ザーはミューテーションを実行してテーブル内の何かを削除できるようになりました。

• [Queries (クエリ)] タブを選択します。
• 以下のミューテーションを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。また、id 引数を、前にメモして

おいた値に更新する必要があります。

mutation deletePost { 
  deletePost(id:123) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
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}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• このポストが DynamoDB から削除されます。AWS AppSync は、DynamoDB から削除された項目の値

を返すことに注意してください。その値はクエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これ
は次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "deletePost": { 
      "id": "123", 
      "author": "A new author", 
      "title": "An empty story", 
      "content": null, 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 6, 
      "downs": 4, 
      "version": 12 
    } 
  }
}

この値は、この deletePost 呼び出しによって実際に DynamoDB から項目が削除された場合にのみ返さ
れます。

• [Execute query (クエリを実行)] を再度選択します。
• この呼び出しは成功しますが、値は返されません。

{ 
  "data": { 
    "deletePost": null 
  }
}

次は、expectedValue を指定して、ポストを削除してみましょう。ただし、これまで使用してきたポス
トは削除したため、まず新しいポストを作成する必要があります。

• 以下のミューテーションを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。

mutation addPost { 
  addPost( 
    id:123 
    author: "AUTHORNAME" 
    title: "Our second post!" 
    content: "A new post." 
    url: "https://aws.amazon.com/appsync/" 
  ) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
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• 新しく作成されたポストの結果が、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。新しく作成
されたオブジェクトの id を書き留めておきます。その値はすぐに必要になります。これは次のように
表示されます。

{ 
  "data": { 
    "addPost": { 
      "id": "123", 
      "author": "AUTHORNAME", 
      "title": "Our second post!", 
      "content": "A new post.", 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 1, 
      "downs": 0, 
      "version": 1 
    } 
  }
}

次に、expectedVersion に間違った値を入れて、ポストを削除してみましょう。

• 以下のミューテーションを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。また、id 引数を、前にメモして
おいた値に更新する必要があります。

mutation deletePost { 
  deletePost( 
    id:123 
    expectedVersion: 9999 
  ) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。

{ 
  "data": { 
    "deletePost": null 
  }, 
  "errors": [ 
    { 
      "path": [ 
        "deletePost" 
      ], 
      "data": { 
        "id": "123", 
        "author": "AUTHORNAME", 
        "title": "Our second post!", 
        "content": "A new post.", 
        "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
        "ups": 1, 
        "downs": 0, 
        "version": 1 
      }, 
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      "errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException", 
      "locations": [ 
        { 
          "line": 2, 
          "column": 3 
        } 
      ], 
      "message": "The conditional request failed (Service: AmazonDynamoDBv2; 
 Status Code: 400; Error Code: ConditionalCheckFailedException; Request ID: 
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
    } 
  ]
}

条件式が false と評価されるため、このリクエストは失敗しました。DynamoDB でのそのポストの
version の値が、expectedValue 引数で指定したものと一致していないためです。そのオブジェクト
の現在の値が、GraphQL レスポンスの data セクションの errors フィールドで返されます。

• expectedVersion を訂正して、このリクエストをもう一度試してみます。

mutation deletePost { 
  deletePost( 
    id:123 
    expectedVersion: 1 
  ) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    url 
    ups 
    downs 
    version 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• 今回は、リクエストが成功し、DynamoDB から削除された値が返されています。

{ 
  "data": { 
    "deletePost": { 
      "id": "123", 
      "author": "AUTHORNAME", 
      "title": "Our second post!", 
      "content": "A new post.", 
      "url": "https://aws.amazon.com/appsync/", 
      "ups": 1, 
      "downs": 0, 
      "version": 1 
    } 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] を再度選択します。
• この呼び出しは成功しますが、そのポストが DynamoDB で既に削除されているため、今回は値が返さ

れません。

{ 
  "data": { 
    "deletePost": null 
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  }
}

allPost リゾルバー (DynamoDB Scan) のセットアップ
これまでのところ、APIは、見たい各投稿の id がわかっている場合にのみ便利です。テーブル内のすべて
のポストを返す新しいリゾルバーを追加してみましょう。

• [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
• [Schema (スキーマ)] ペインの Query 型を次のように変更して、新しい allPost クエリを追加しま

す。

type Query { 
    allPost(count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
    getPost(id: ID): Post
}

• 新しい PaginationPosts 型を追加します。

type PaginatedPosts { 
    posts: [Post!]! 
    nextToken: String
}

• [Save] (保存) を選択します。
• 右側のデータ型ペインで、ミューテーション型の新しく作成された allPost フィールドを見つけて、[ア

タッチ] を選択します。
• [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Scan" 
    #if( ${context.arguments.count} ) 
        ,"limit": $util.toJson($context.arguments.count) 
    #end 
    #if( ${context.arguments.nextToken} ) 
        ,"nextToken": $util.toJson($context.arguments.nextToken) 
    #end
}

このリゾルバーには、省略可能な 2 つの引数があります。count では、1 回の呼び出しで返される項目
の最大数を指定し、nextToken は、次の結果セットを取得するために使用できます (nextToken の値
がどのように生成されるかについては、後で説明します)。

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

{ 
    "posts": $utils.toJson($context.result.items) 
    #if( ${context.result.nextToken} ) 
        ,"nextToken": $util.toJson($context.result.nextToken) 
    #end
}
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注 : このレスポンスマッピングテンプレートは、これまで他の例で使用したものとは異なりま
す。allPost クエリの結果は PaginatedPosts であり、ポストのリストとページ分割トークンが含ま
れています。このオブジェクトのシェイプは、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーから返されるも
のと異なります。ポストのリストは、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーの結果では items とい
う名前ですが、PaginatedPosts では posts という名前です。

• [Save] (保存) を選択します。

Scan リクエストマッピングの詳細については、「Scan (p. 528)」リファレンスドキュメントを参照して
ください。

すべてのポストをスキャンする API の呼び出し
これで、リゾルバーがセットアップされたので、受信allPostクエリを DynamoDB の DynamoDBAWS 
AppSync Scan オペレーションに変換する方法を知っていることになり、ユーザーは、テーブルをスキャ
ンしてすべてのポストを取得できるようになりました。

ただし、これまで使用してきたデータはすべて削除したため、これを試す前にテーブルにデータを入力し
ておく必要があります。

• [Queries (クエリ)] タブを選択します。
• 以下のミューテーションを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。

mutation addPost { 
  post1: addPost(id:1 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 1" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post2: addPost(id:2 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 2" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post3: addPost(id:3 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 3" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post4: addPost(id:4 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 4" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post5: addPost(id:5 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 5" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post6: addPost(id:6 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 6" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post7: addPost(id:7 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 7" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post8: addPost(id:8 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 8" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title } 
  post9: addPost(id:9 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 9" content: 
 "Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。

では、テーブルをスキャンして、一度に 5 個の結果を返しましょう。

• 以下のクエリを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。

query allPost { 
  allPost(count: 5) { 
    posts { 
      id 
      title 
    } 
    nextToken 
  }
}
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• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• 最初の 5 個のポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次のように表示

されます。

{ 
  "data": { 
    "allPost": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "5", 
          "title": "A series of posts, Volume 5" 
        }, 
        { 
          "id": "1", 
          "title": "A series of posts, Volume 1" 
        }, 
        { 
          "id": "6", 
          "title": "A series of posts, Volume 6" 
        }, 
        { 
          "id": "9", 
          "title": "A series of posts, Volume 9" 
        }, 
        { 
          "id": "7", 
          "title": "A series of posts, Volume 7" 
        } 
      ], 
      "nextToken": 
 "eyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJ0b2tlbiI6IkFRSUNBSGo4eHR0RG0xWXhUa1F0cEhXMEp1R3B0M1B3eThOSmRvcG9ad2RHYjI3Z0lnRkJEdXdUK09hcnovRGhNTGxLTGdMUEFBQUI1akNDQWVJR0NTcUdTSWIzRFFFSEJxQ0NBZE13Z2dIUEFnRUFNSUlCeUFZSktvWklodmNOQVFjQk1CNEdDV0NHU0FGbEF3UUJMakFSQkF6ajFodkhKU1paT1pncTRaUUNBUkNBZ2dHWnJiR1dQWGxkMDB1N0xEdGY4Z2JsbktzRjRua1VCcks3TFJLcjZBTFRMeGFwVGJZMDRqOTdKVFQyYVRwSzdzbVdtNlhWWFVCTnFIOThZTzBWZHVkdDI2RlkxMHRqMDJ2QTlyNWJTUWpTbWh6NE5UclhUMG9KZWJSQ2JJbXBlaDRSVlg0Tis0WTVCN1IwNmJQWWQzOVhsbTlUTjBkZkFYMVErVCthaXZoNE5jMk50RitxVmU3SlJ5WmpzMEFkSGduM3FWd2VrOW5oeFVVd3JlK1loUks5QkRzemdiMDlmZmFPVXpzaFZ4cVJRbC93RURlOTcrRmVJdXZNby9NZ1F6dUdNbFRyalpNR3FuYzZBRnhwa0VlZTFtR0FwVDFISElUZlluakptYklmMGUzUmcxbVlnVHVSbDh4S0trNmR0QVoraEhLVDhuNUI3VnF4bHRtSnlNUXBrZGl6KzkyL3VzNDl4OWhrMnVxSW01ZFFwMjRLNnF0dm9ZK1BpdERuQTc5djhzb0grVytYT3VuQ2NVVDY4TVZ1Wk5KYkRuSEFSSEVlaTlVNVBTelU5RGZ6d2pPdmhqWDNJMWhwdWUrWi83MDVHVjlPQUxSTGlwZWZPeTFOZFhwZTdHRDZnQW00bUJUK2c1eC9Ec3ZDbWVnSDFDVXRTdHVuU1ZFa2JpZytQRC9oMUwyRTNqSHhVQldaa28yU256WUc0cG0vV1RSWkFVZHZuQT09In0=" 
    } 
  }
}

5 つの結果と nextToken を取得しました。このトークンを使用して、次の結果セットを取得できます。

• 前回の結果セットからの allPost を含めるように、nextToken クエリを更新します。

query allPost { 
  allPost( 
    count: 5 
    nextToken: 
 "eyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJ0b2tlbiI6IkFRSUNBSGo4eHR0RG0xWXhUa1F0cEhXMEp1R3B0M1B3eThOSmRvcG9ad2RHYjI3Z0lnRlluNktJRWl6V0ZlR3hJOVJkaStrZUFBQUI1akNDQWVJR0NTcUdTSWIzRFFFSEJxQ0NBZE13Z2dIUEFnRUFNSUlCeUFZSktvWklodmNOQVFjQk1CNEdDV0NHU0FGbEF3UUJMakFSQkF5cW8yUGFSZThnalFpemRCTUNBUkNBZ2dHWk1JODhUNzhIOFVUZGtpdFM2ZFluSWRyVDg4c2lkN1RjZzB2d1k3VGJTTWpSQ2U3WjY3TkUvU2I1dWNETUdDMmdmMHErSGJSL0pteGRzYzVEYnE1K3BmWEtBdU5jSENJdWNIUkJ0UHBPWVdWdCtsS2U5L1pNcWdocXhrem1RaXI1YnIvQkt6dU5hZmJCdE93NmtoM2Jna1BKM0RjWWhpMFBGbmhMVGg4TUVGSjBCcXg3RTlHR1V5N0tUS0JLZlV3RjFQZ0JRREdrNzFYQnFMK2R1S2IrVGtZZzVYMjFrc3NyQmFVTmNXZmhTeXE0ZUJHSWhqZWQ5c3VKWjBSSTc2ZnVQdlZkR3FLNENjQmxHYXhpekZnK2pKK1FneEU1SXduRTNYYU5TR0I4QUpmamR2bU1wbUk1SEdvWjlMUUswclczbG14RDRtMlBsaTNLaEVlcm9pem5zcmdINFpvcXIrN2ltRDN3QkJNd3BLbGQzNjV5Nnc4ZnMrK2FnbTFVOUlKOFFrOGd2bEgySHFROHZrZXBrMWlLdWRIQ25LaS9USnBlMk9JeEVPazVnRFlzRTRUU09HUlVJTkxYY2MvdW1WVEpBMUthV2hWTlAvdjNlSnlZQUszbWV6N2h5WHVXZ1BkTVBNWERQdTdjVnVRa3EwK3NhbGZOd2wvSUx4bHNyNDVwTEhuVFpyRWZvVlV1bXZ5S2VKY1RUU1lET05hM1NwWEd2UT09In0=" 
  ) { 
    posts { 
      id 
      author 
    } 
    nextToken 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• 残りの 4 個のポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。9 個のポストのすべて

をページ分割して、ポストは残っていないため、この結果セットに nextToken はありません。これは
次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
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    "allPost": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "2", 
          "title": "A series of posts, Volume 2" 
        }, 
        { 
          "id": "3", 
          "title": "A series of posts, Volume 3" 
        }, 
        { 
          "id": "4", 
          "title": "A series of posts, Volume 4" 
        }, 
        { 
          "id": "8", 
          "title": "A series of posts, Volume 8" 
        } 
      ], 
      "nextToken": null 
    } 
  }
}

allPostsByオーサーリゾルバー (DynamoDB クエリ) の
セットアップ
DynamoDB ですべてのポストをスキャンだけでなく、特定の作成者が作成したポストを取得するクエリ
を DynamoDB に対して実行することもできます。前の手順で作成した DynamoDB テーブルには、既に
author-index という GlobalSecondaryIndex があるため、DynamoDB の Query オペレーションで
それを使用して、特定の作成者が作成したすべてのポストを取得できます

• [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
• [Schema (スキーマ)] ペインの Query 型を次のように変更して、新しい allPostsByAuthor クエリを

追加します。

type Query { 
    allPostsByAuthor(author: String!, count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
    allPost(count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
    getPost(id: ID): Post
}

注 : このクエリでは、allPost クエリで使用したのと同じ PaginatedPosts 型を使用しています。
• [Save] (保存) を選択します。
• 右側の [データタイプ] ペインで、[クエリタイプ] allPostsByで新しく作成した [作成者] フィールドを探

し、[添付] を選択します。
• [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Query", 
    "index" : "author-index", 
    "query" : { 
      "expression": "author = :author", 
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        "expressionValues" : { 
          ":author" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.author) 
        } 
    } 
    #if( ${context.arguments.count} ) 
        ,"limit": $util.toJson($context.arguments.count) 
    #end 
    #if( ${context.arguments.nextToken} ) 
        ,"nextToken": "${context.arguments.nextToken}" 
    #end
}

allPost リゾルバーと同様に、このリゾルバーには、省略可能な 2 つの引数があります。count で
は、1 回の呼び出しで返される項目の最大数を指定し、nextToken は、次の結果セットを取得するため
に使用できます (nextToken の値は前回の呼び出しから取得できます)。

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

{ 
    "posts": $utils.toJson($context.result.items) 
    #if( ${context.result.nextToken} ) 
        ,"nextToken": $util.toJson($context.result.nextToken) 
    #end
}

注 : これは、allPost リゾルバーで使用したのと同じレスポンスマッピングテンプレートです。
• [Save] (保存) を選択します。

Query リクエストマッピングの詳細については、「クエリ (p. 524)」リファレンスドキュメントを参照
してください。

特定の作成者によるすべてのポストをクエリする API の呼び出し
これで、リゾルバーがセットアップされたので、受信allPostsByAuthorミューテーションを 
DynamoDB の DynamoDBAWS AppSync Query オペレーションに変換する方法を知っていることにな
り、author-indexユーザーは、テーブルをクエリして、特定の作成者によるポストをすべて取得できま
す。

ただし、これまで使用していたポストはすべて同じ作成者だったため、それを行う前に、テーブルにポス
トを追加しておきましょう。

• [Queries (クエリ)] タブを選択します。
• 以下のミューテーションを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。

mutation addPost { 
  post1: addPost(id:10 author: "Nadia" title: "The cutest dog in the world" content: "So 
 cute. So very, very cute." url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title } 
  post2: addPost(id:11 author: "Nadia" title: "Did you know...?" content: "AppSync works 
 offline?" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title } 
  post3: addPost(id:12 author: "Steve" title: "I like GraphQL" content: "It's great" url: 
 "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。

では、Nadia が作成したすべてのポストを返すクエリを実行しましょう。

142



AWS AppSync デベロッパーガイド
allPostsByオーサーリゾルバー 

(DynamoDB クエリ) のセットアップ

• 以下のクエリを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。

query allPostsByAuthor { 
  allPostsByAuthor(author: "Nadia") { 
    posts { 
      id 
      title 
    } 
    nextToken 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• Nadia が作成したすべてのポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次

のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "allPostsByAuthor": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "10", 
          "title": "The cutest dog in the world" 
        }, 
        { 
          "id": "11", 
          "title": "Did you know...?" 
        } 
      ], 
      "nextToken": null 
    } 
  }
}

Query でのページ分割は Scan とまったく同じように動作します。たとえば、AUTHORNAME によるすべて
のポストを検索して、一度に 5 個ずつ取得します。

• 以下のクエリを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。

query allPostsByAuthor { 
  allPostsByAuthor( 
    author: "AUTHORNAME" 
    count: 5 
  ) { 
    posts { 
      id 
      title 
    } 
    nextToken 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• AUTHORNAME が作成したすべてのポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。こ

れは次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "allPostsByAuthor": { 
      "posts": [ 
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        { 
          "id": "6", 
          "title": "A series of posts, Volume 6" 
        }, 
        { 
          "id": "4", 
          "title": "A series of posts, Volume 4" 
        }, 
        { 
          "id": "2", 
          "title": "A series of posts, Volume 2" 
        }, 
        { 
          "id": "7", 
          "title": "A series of posts, Volume 7" 
        }, 
        { 
          "id": "1", 
          "title": "A series of posts, Volume 1" 
        } 
      ], 
      "nextToken": 
 "eyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJ0b2tlbiI6IkFRSUNBSGo4eHR0RG0xWXhUa1F0cEhXMEp1R3B0M1B3eThOSmRvcG9ad2RHYjI3Z0lnSExqRnVhVUR3ZUhEZ2QzNGJ2QlFuY0FBQUNqekNDQW9zR0NTcUdTSWIzRFFFSEJxQ0NBbnd3Z2dKNEFnRUFNSUlDY1FZSktvWklodmNOQVFjQk1CNEdDV0NHU0FGbEF3UUJMakFSQkF5Qkg4Yk1obW9LVEFTZHM3SUNBUkNBZ2dKQ3dISzZKNlJuN3pyYUVKY1pWNWxhSkNtZW1KZ0F5N1dhZkc2UEdTNHpNQzJycTkwZHFJTFV6Z25wck9Gd3pMS3VOQ2JvUXc3VDI5eCtnVExIbGg4S3BqbzB1YjZHQ3FwcDhvNDVmMG9JbDlmdS9JdjNXcFNNSXFKTXZ1MEVGVWs1VzJQaW5jZGlUaVRtZFdYWlU1bkV2NkgyRFBRQWZYYlNnSmlHSHFLbmJZTUZZM0FTdmRIL0hQaVZBb1RCMk1YZkg0eGJOVTdEbjZtRFNhb2QwbzdHZHJEWDNtODQ1UXBQUVNyUFhHemY0WDkyajhIdlBCSWE4Smcrb0RxbHozUVQ5N2FXUXdYWWU2S0h4emI1ejRITXdEdXEyRDRkYzhoMi9CbW10MzRMelVGUVIyaExSZGRaZ0xkdzF5cHJZdFZwY3dEc1d4UURBTzdOcjV2ZEp4VVR2TVhmODBRSnp1REhXREpTVlJLdDJwWmlpaXhXeGRwRmNod1BzQ3d2aVBqMGwrcWFFWU1jMXNQbENkVkFGem43VXJrSThWbS8wWHlwR2xZb3BSL2FkV0xVekgrbGMrYno1ZEM2SnVLVXdtY1EyRXlZeDZiS0Izbi9YdUViWGdFeU5PMWZTdE1rRlhyWmpvMVpzdlYyUFRjMzMrdEs0ZDhkNkZrdjh5VVR6WHhJRkxIaVNsOUx6VVdtT3BCaWhrTFBCT09jcXkyOHh1UmkzOEM3UFRqMmN6c3RkOUo1VUY0azBJdUdEbVZzM2xjdWg1SEJjYThIeXM2aEpvOG1HbFpMNWN6R2s5bi8vRE1EbDY3RlJraG5QNFNhSDBpZGI5VFEvMERLeFRBTUdhcWpPaEl5ekVqd2ZDQVJleFdlbldyOGlPVkhScDhGM25WZVdvbFRGK002N0xpdi9XNGJXdDk0VEg3b0laUU5lYmZYKzVOKy9Td25Hb1dyMTlWK0pEb2lIRVFLZ1cwMWVuYjZKUXo5Slh2Tm95ZzF3RnJPVmxGc2xwNlRHa1BlN2Rnd2IrWT0ifQ==" 
    } 
  }
}

• 次のように、nextToken 引数を、前回のクエリで返された値に更新します。

query allPostsByAuthor { 
  allPostsByAuthor( 
    author: "AUTHORNAME" 
    count: 5 
    nextToken: 
 "eyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJ0b2tlbiI6IkFRSUNBSGo4eHR0RG0xWXhUa1F0cEhXMEp1R3B0M1B3eThOSmRvcG9ad2RHYjI3Z0lnSExqRnVhVUR3ZUhEZ2QzNGJ2QlFuY0FBQUNqekNDQW9zR0NTcUdTSWIzRFFFSEJxQ0NBbnd3Z2dKNEFnRUFNSUlDY1FZSktvWklodmNOQVFjQk1CNEdDV0NHU0FGbEF3UUJMakFSQkF5Qkg4Yk1obW9LVEFTZHM3SUNBUkNBZ2dKQ3dISzZKNlJuN3pyYUVKY1pWNWxhSkNtZW1KZ0F5N1dhZkc2UEdTNHpNQzJycTkwZHFJTFV6Z25wck9Gd3pMS3VOQ2JvUXc3VDI5eCtnVExIbGg4S3BqbzB1YjZHQ3FwcDhvNDVmMG9JbDlmdS9JdjNXcFNNSXFKTXZ1MEVGVWs1VzJQaW5jZGlUaVRtZFdYWlU1bkV2NkgyRFBRQWZYYlNnSmlHSHFLbmJZTUZZM0FTdmRIL0hQaVZBb1RCMk1YZkg0eGJOVTdEbjZtRFNhb2QwbzdHZHJEWDNtODQ1UXBQUVNyUFhHemY0WDkyajhIdlBCSWE4Smcrb0RxbHozUVQ5N2FXUXdYWWU2S0h4emI1ejRITXdEdXEyRDRkYzhoMi9CbW10MzRMelVGUVIyaExSZGRaZ0xkdzF5cHJZdFZwY3dEc1d4UURBTzdOcjV2ZEp4VVR2TVhmODBRSnp1REhXREpTVlJLdDJwWmlpaXhXeGRwRmNod1BzQ3d2aVBqMGwrcWFFWU1jMXNQbENkVkFGem43VXJrSThWbS8wWHlwR2xZb3BSL2FkV0xVekgrbGMrYno1ZEM2SnVLVXdtY1EyRXlZeDZiS0Izbi9YdUViWGdFeU5PMWZTdE1rRlhyWmpvMVpzdlYyUFRjMzMrdEs0ZDhkNkZrdjh5VVR6WHhJRkxIaVNsOUx6VVdtT3BCaWhrTFBCT09jcXkyOHh1UmkzOEM3UFRqMmN6c3RkOUo1VUY0azBJdUdEbVZzM2xjdWg1SEJjYThIeXM2aEpvOG1HbFpMNWN6R2s5bi8vRE1EbDY3RlJraG5QNFNhSDBpZGI5VFEvMERLeFRBTUdhcWpPaEl5ekVqd2ZDQVJleFdlbldyOGlPVkhScDhGM25WZVdvbFRGK002N0xpdi9XNGJXdDk0VEg3b0laUU5lYmZYKzVOKy9Td25Hb1dyMTlWK0pEb2lIRVFLZ1cwMWVuYjZKUXo5Slh2Tm95ZzF3RnJPVmxGc2xwNlRHa1BlN2Rnd2IrWT0ifQ==" 
  ) { 
    posts { 
      id 
      title 
    } 
    nextToken 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• AUTHORNAME が作成した残りのポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これ

は次のように表示されます。

{ 
  "data": { 
    "allPostsByAuthor": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "8", 
          "title": "A series of posts, Volume 8" 
        }, 
        { 
          "id": "5", 
          "title": "A series of posts, Volume 5" 
        }, 
        { 
          "id": "3", 
          "title": "A series of posts, Volume 3" 
        }, 
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        { 
          "id": "9", 
          "title": "A series of posts, Volume 9" 
        } 
      ], 
      "nextToken": null 
    } 
  }
}

セット型の使用
ここまでの Post 型は、フラットなキーと値のオブジェクトでした。AWS AppSyncDynamoDB リゾル
バーを使用して、セット型、リスト型、マップ型などの複雑なオブジェクトをモデル化することもできま
す。

Post 型を更新して、タグを含めましょう。1 つのポストには、DynamoDB に文字列として保存されてい
るタグを 0 個以上付けることができます。タグを追加および削除するミューテーションと、特定のタグが
付いているポストをスキャンする新しいクエリもセットアップします。

• [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
• [Schema (スキーマ)] ペインの Post 型を次のように変更して、新しい tags フィールドを追加します。

type Post { 
  id: ID! 
  author: String 
  title: String 
  content: String 
  url: String 
  ups: Int! 
  downs: Int! 
  version: Int! 
  tags: [String!]
}

• [Schema (スキーマ)] ペインの Query 型を次のように変更して、新しい allPostsByTag クエリを追加
します。

type Query { 
  allPostsByTag(tag: String!, count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
  allPostsByAuthor(author: String!, count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
  allPost(count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts! 
  getPost(id: ID): Post
}

• [Schema (スキーマ)] ペインの Mutation 型を変更して、新しい addTag と removeTag ミューテー
ションを次のように追加します。

type Mutation { 
  addTag(id: ID!, tag: String!): Post 
  removeTag(id: ID!, tag: String!): Post 
  deletePost(id: ID!, expectedVersion: Int): Post 
  upvotePost(id: ID!): Post 
  downvotePost(id: ID!): Post 
  updatePost( 
    id: ID!, 
    author: String, 
    title: String, 
    content: String, 
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    url: String, 
    expectedVersion: Int! 
  ): Post 
  addPost( 
    author: String!, 
    title: String!, 
    content: String!, 
    url: String! 
  ): Post!
}

• [Save] (保存) を選択します。
• 右側の [データタイプ] ペインで、[クエリタイプ] allPostsByで新しく作成したタグフィールドを見つけ

て、[添付] を選択します。
• [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Scan", 
    "filter": { 
      "expression": "contains (tags, :tag)", 
        "expressionValues": { 
          ":tag": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.tag) 
        } 
    } 
    #if( ${context.arguments.count} ) 
        ,"limit": $util.toJson($context.arguments.count) 
    #end 
    #if( ${context.arguments.nextToken} ) 
        ,"nextToken": $util.toJson($context.arguments.nextToken) 
    #end
}

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

{ 
    "posts": $utils.toJson($context.result.items) 
    #if( ${context.result.nextToken} ) 
        ,"nextToken": $util.toJson($context.result.nextToken) 
    #end
}

• [Save] (保存) を選択します。
• 右側のデータ型ペインで、ミューテーション型の新しく作成された addTag フィールドを見つけて、[ア

タッチ] を選択します。
• [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "UpdateItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id) 
    }, 
    "update" : { 
        "expression" : "ADD tags :tags, version :plusOne", 
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        "expressionValues" : { 
            ":tags" : { "SS": [ $util.toJson($context.arguments.tag) ] }, 
            ":plusOne" : { "N" : 1 } 
        } 
    }
}

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

$utils.toJson($context.result)

• [Save] (保存) を選択します。
• 右側のデータ型ペインで、ミューテーション型の新しく作成された removeTag フィールドを見つけ

て、[アタッチ] を選択します。
• [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "UpdateItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id) 
    }, 
    "update" : { 
        "expression" : "DELETE tags :tags ADD version :plusOne", 
        "expressionValues" : { 
            ":tags" : { "SS": [ $util.toJson($context.arguments.tag) ] }, 
            ":plusOne" : { "N" : 1 } 
        } 
    }
}

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

$utils.toJson($context.result)

• [Save] (保存) を選択します。

タグを操作する API の呼び出し
リゾルバーをセットアップしたので、addTagallPostsByTag受信したリクエストやリクエスト
を DynamoDBAWS AppSync UpdateItemScan とオペレーションに変換する方法がわかりまし
た。removeTag

それを試すには、前のステップで作成したポストのいずれかを選択します。たとえば、Nadia が作成した
ポストを使用しましょう。

• [Queries (クエリ)] タブを選択します。
• 以下のクエリを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。

query allPostsByAuthor { 
  allPostsByAuthor( 
    author: "Nadia" 
  ) { 
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    posts { 
      id 
      title 
    } 
    nextToken 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• Nadia のすべてのポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次のように

表示されます。

{ 
  "data": { 
    "allPostsByAuthor": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "10", 
          "title": "The cutest dog in the world" 
        }, 
        { 
          "id": "11", 
          "title": "Did you known...?" 
        } 
      ], 
      "nextToken": null 
    } 
  }
}

• タイトルが「"The cutest dog in the world"」のポストを使用しましょう。id は後で使用する
ため書き留めておきます。

では、dog タグを追加してみましょう。

• 以下のミューテーションを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。また、id 引数を、前にメモして
おいた値に更新する必要があります。

mutation addTag { 
  addTag(id:10 tag: "dog") { 
    id 
    title 
    tags 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• ポストが新しいタグで更新されています。

{ 
  "data": { 
    "addTag": { 
      "id": "10", 
      "title": "The cutest dog in the world", 
      "tags": [ 
        "dog" 
      ] 
    } 
  }
}
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次のようにタグを追加できます。

• puppy に変更するように、tag 引数を更新します。

mutation addTag { 
  addTag(id:10 tag: "puppy") { 
    id 
    title 
    tags 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• ポストが新しいタグで更新されています。

{ 
  "data": { 
    "addTag": { 
      "id": "10", 
      "title": "The cutest dog in the world", 
      "tags": [ 
        "dog", 
        "puppy" 
      ] 
    } 
  }
}

タグを削除することもできます。

• 以下のミューテーションを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。また、id 引数を、前にメモして
おいた値に更新する必要があります。

mutation removeTag { 
  removeTag(id:10 tag: "puppy") { 
    id 
    title 
    tags 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• ポストが更新され、puppy タグが削除されています。

{ 
  "data": { 
    "addTag": { 
      "id": "10", 
      "title": "The cutest dog in the world", 
      "tags": [ 
        "dog" 
      ] 
    } 
  }
}

タグが付いているすべてのポストを検索することもできます。
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• 以下のクエリを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。

query allPostsByTag { 
  allPostsByTag(tag: "dog") { 
    posts { 
      id 
      title 
      tags 
    } 
    nextToken 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• 次のように dog タグが付いているすべての投稿が返されます。

{ 
  "data": { 
    "allPostsByTag": { 
      "posts": [ 
        { 
          "id": "10", 
          "title": "The cutest dog in the world", 
          "tags": [ 
            "dog", 
            "puppy" 
          ] 
        } 
      ], 
      "nextToken": null 
    } 
  }
}

リスト型とマップ型の使用
DynamoDB のセット型を使用するだけでなく、DynamoDB のリスト型やマップ型を使用して、複雑な
データを単一のオブジェクトにモデル化することもできます。

ポストにコメントを追加する機能を追加しましょう。これは、DynamoDB 内の Post オブジェクトで、
マップ型オブジェクトのリスト型としてモデル化されます。

注 : 実際のアプリケーションでは、独自のテーブル内のコメントをモデル化します。このチュートリアル
では、Post テーブルにコメントを追加しているだけです。

• [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
• [Schema (スキーマ)] ペインで、次のように新しい Comment 型を追加します。

type Comment { 
    author: String! 
    comment: String!
}

• [Schema (スキーマ)] ペインの Post 型を次のように変更して、新しい comments フィールドを追加し
ます。

type Post { 
  id: ID! 
  author: String 
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  title: String 
  content: String 
  url: String 
  ups: Int! 
  downs: Int! 
  version: Int! 
  tags: [String!] 
  comments: [Comment!]
}

• [Schema (スキーマ)] ペインの Mutation 型を次のように変更して、新しい addComment ミューテー
ションを追加します。

type Mutation { 
  addComment(id: ID!, author: String!, comment: String!): Post 
  addTag(id: ID!, tag: String!): Post 
  removeTag(id: ID!, tag: String!): Post 
  deletePost(id: ID!, expectedVersion: Int): Post 
  upvotePost(id: ID!): Post 
  downvotePost(id: ID!): Post 
  updatePost( 
    id: ID!, 
    author: String, 
    title: String, 
    content: String, 
    url: String, 
    expectedVersion: Int! 
  ): Post 
  addPost( 
    author: String!, 
    title: String!, 
    content: String!, 
    url: String! 
  ): Post!
}

• [Save] (保存) を選択します。
• 右側のデータ型ペインで、ミューテーション型の新しく作成された addComment フィールドを見つけ

て、[アタッチ] を選択します。
• [データソース名] で、[PostDynamoDBTable] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
  "version" : "2017-02-28", 
  "operation" : "UpdateItem", 
  "key" : { 
    "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id) 
  }, 
  "update" : { 
    "expression" : "SET comments = 
 list_append(if_not_exists(comments, :emptyList), :newComment) ADD version :plusOne", 
    "expressionValues" : { 
      ":emptyList": { "L" : [] }, 
      ":newComment" : { "L" : [ 
        { "M": { 
          "author": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.author), 
          "comment": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.comment) 
          } 
        } 
      ] }, 
      ":plusOne" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson(1) 
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    } 
  }
}

この更新式によって、新しいコメントが含まれているリストが、既存の comments リストに追加されま
す。リストがまだ存在しない場合は作成されます。

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

$utils.toJson($context.result)

• [Save] (保存) を選択します。

コメントを追加する API の呼び出し
これで、リゾルバーがセットアップされたので、受信addCommentリクエストを DynamoDB の 
DynamoDBAWS AppSync UpdateItem オペレーションに変換する方法を知っていることになり、

タグを追加したのと同じポストにコメントを追加して、試してみましょう。

• [Queries (クエリ)] タブを選択します。
• 以下のクエリを [Queries (クエリ)] ペインに貼り付けます。

mutation addComment { 
  addComment( 
    id:10 
    author: "Steve" 
    comment: "Such a cute dog." 
  ) { 
    id 
    comments { 
      author 
      comment 
    } 
  }
}

• [Execute query (クエリを実行)] (オレンジ色の再生ボタン) を選択します。
• Nadia のすべてのポストが、クエリペインの右側にある結果ペインに表示されます。これは次のように

表示されます。

{ 
  "data": { 
    "addComment": { 
      "id": "10", 
      "comments": [ 
        { 
          "author": "Steve", 
          "comment": "Such a cute dog." 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

このリクエストを複数回実行すると、複数のコメントがリストに追加されます。
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結論
このチュートリアルでは、AWS AppSync および GraphQL を使用して DynamoDB の Post オブジェクト
を操作できる API を構築しました。詳細については、「リゾルバーのマッピングテンプレートリファレン
ス (p. 450)」を参照してください。

クリーンアップするには、コンソールから AppSync GraphQL API を削除します。

このチュートリアルで作成した DynamoDB テーブルおよび IAM ロールを削除するには、次のコマンドを
実行して、スタックを削除するか、または AWSAppSyncTutorialForAmazonDynamoDB コンソールに移
動して、AWS CloudFormation スタックを削除します。

aws cloudformation delete-stack \ 
    --stack-name AWSAppSyncTutorialForAmazonDynamoDB

チュートリアル: Lambda リゾルバー
次を使用できます。AWS LambdaとAWS AppSync をクリックして GraphQL フィールドを解決します。
たとえば、GraphQL クエリが Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスを呼び
出し、GraphQL のミューテーションを Amazon Kinesis ストリームに書き込むことができます。このセク
ションでは、GraphQL フィールド処理の呼び出しに応じてビジネスロジックを実行する Lambda 関数を記
述する方法について説明します。

Lambda 関数の作成
以下の例は、で記述された Lambda 関数を示しています。Node.jsでは、ブログ投稿アプリケーションの
一部としてブログ投稿に対してさまざまな処理を実行します。

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log("Received event {}", JSON.stringify(event, 3)); 
    var posts = { 
         "1": {"id": "1", "title": "First book", "author": "Author1", "url": "https://
amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 
 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1", "ups": "100", "downs": 
 "10"}, 
         "2": {"id": "2", "title": "Second book", "author": "Author2", "url": "https://
amazon.com", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT", "ups": 
 "100", "downs": "10"}, 
         "3": {"id": "3", "title": "Third book", "author": "Author3", "url": null, 
 "content": null, "ups": null, "downs": null }, 
         "4": {"id": "4", "title": "Fourth book", "author": "Author4", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 
 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 
 SAMPLE TEXT AUTHOR 4", "ups": "1000", "downs": "0"}, 
         "5": {"id": "5", "title": "Fifth book", "author": "Author5", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 
 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT", "ups": "50", "downs": "0"} }; 

    var relatedPosts = { 
        "1": [posts['4']], 
        "2": [posts['3'], posts['5']], 
        "3": [posts['2'], posts['1']], 
        "4": [posts['2'], posts['1']], 
        "5": [] 
    }; 

    console.log("Got an Invoke Request."); 
    switch(event.field) { 
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        case "getPost": 
            var id = event.arguments.id; 
            callback(null, posts[id]); 
            break; 
        case "allPosts": 
            var values = []; 
            for(var d in posts){ 
                values.push(posts[d]); 
            } 
            callback(null, values); 
            break; 
        case "addPost": 
            // return the arguments back 
            callback(null, event.arguments); 
            break; 
        case "addPostErrorWithData": 
            var id = event.arguments.id; 
            var result = posts[id]; 
            // attached additional error information to the post 
            result.errorMessage = 'Error with the mutation, data has changed'; 
            result.errorType = 'MUTATION_ERROR'; 
            callback(null, result); 
            break; 
        case "relatedPosts": 
            var id = event.source.id; 
            callback(null, relatedPosts[id]); 
            break; 
        default: 
            callback("Unknown field, unable to resolve" + event.field, null); 
            break; 
    }
};

この Lambda 関数は、ID による投稿の取得、および指定した投稿に関連する投稿を取得します。

注意: Lambda 関数はswitchに関するステートメントevent.fieldをクリックして、現在解決中の
フィールドを特定します。

この Lambda 関数をAWS管理コンソールまたはAWS CloudFormationスタック。から関数を作成するには 
CloudFormation スタックでは、次のものを使用できますAWS Command Line Interface(AWS CLI) コマン
ド:

aws cloudformation create-stack --stack-name AppSyncLambdaExample \
--template-url https://s3.us-west-2.amazonaws.com/awsappsync/resources/lambda/
LambdaCFTemplate.yaml \
--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM

起動することもできます。AWS CloudFormation米国西部 (オレゴン) に積み重なるAWS内のリージョン
AWSここからのアカウント:

Lambda のデータソースを設定する
Lambda 関数を作成した後、で GraphQL API に移動します。AWS AppSyncコンソールを選択し、データ
ソースタブ。

選択データソースの作成で、フレンドリーを入力します。データソース名(たとえば、Lambda)、次にの
ために[Data source type]で、AWS Lambda関数。を使用する場合リージョンで、関数と同じリージョン
を選択します。(提供されているから関数を作成した場合 CloudFormation スタックすると、関数がおそら
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く入っていますUS-WEST-2。） を使用する場合関数 ARNで、Lambda 関数の Amazon リソースネーム 
(ARN) を選択します。

Lambda 関数を選択したら、新しいAWS Identity and Access Management(IAM) ロール (AWS AppSync に
より適切なアクセス許可が割り当てられる) か、以下のインラインポリシーを含む既存のロールを選択し
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:InvokeFunction" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:lambda:REGION:ACCOUNTNUMBER:function/LAMBDA_FUNCTION" 
        } 
    ]
}

との信頼関係を設定する必要があります。AWS AppSync では、IAM ロールを次のように実行します。

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

作成GraphQL スキーマ
以上でデータソースが Lambda 関数に接続されたので、GraphQL スキーマを作成します。

のスキーマエディタからAWS AppSync コンソールで、スキーマが以下のスキーマと一致することを確認
します。

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}

type Query { 
    getPost(id:ID!): Post 
    allPosts: [Post]
}

type Mutation { 
    addPost(id: ID!, author: String!, title: String, content: String, url: String): Post!
}

type Post { 
    id: ID! 
    author: String! 
    title: String 
    content: String 
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    url: String 
    ups: Int 
    downs: Int 
    relatedPosts: [Post]
}

リゾルバーを設定する
Lambda のデータソースと有効な GraphQL スキーマが登録されたので、リゾルバーを使用して GraphQL 
フィールドを Lambda のデータソースに接続することができます。

リゾルバーを作成するには、マッピングテンプレートが必要です。マッピングテンプレートの詳細につい
ては、「」を参照してください。Resolver Mapping Template Overview (p. 450)。

Lambda マッピングテンプレートの詳細については、「」を参照してください。Resolver mapping 
template reference for Lambda (p. 572)。

このステップでは、getPost(id:ID!): Post、allPosts: [Post]、addPost(id: ID!, 
author: String!, title: String, content: String, url: String): Post!、および
Post.relatedPosts: [Post] の各フィールドで Lambda 関数にリゾルバーをアタッチします。

のスキーマエディタからAWS AppSync コンソールの右側で、[] を選択します。リゾルバーをアタッチに
とってgetPost(id:ID!): Post。

Lambda データソースを選択します。[request mapping template (リクエストマッピングテンプレート)] セ
クションで、[Invoke And Forward Arguments (呼び出しと引数の転送)] を選択します。

payload オブジェクトを変更し、フィールド名を追加します。テンプレートは次のようになります。

{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "getPost", 
        "arguments":  $utils.toJson($context.arguments) 
    }
}

[response mapping template (レスポンスマッピングテンプレート)] セクションで、[Return Lambda Result 
(Lambda 関数の結果を返す)] を選択します。

この場合、ベーステンプレートをそのまま使用します。次のようになります。

$utils.toJson($context.result)

[Save.] を選択します。最初のリゾルバーが正常に追加されました。以下のように、残りのフィールドにつ
いてこの操作を繰り返します。

addPost(id: ID!, author: String!, title: String, content: String, url: String): 
Post! リクエストマッピングテンプレートについて

{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "addPost", 
        "arguments":  $utils.toJson($context.arguments) 
    }
}
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addPost(id: ID!, author: String!, title: String, content: String, url: String): 
Post! レスポンスマッピングテンプレートについて

$utils.toJson($context.result)

allPosts: [Post] リクエストマッピングテンプレートについて

{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "allPosts" 
    }
}

allPosts: [Post] レスポンスマッピングテンプレートについて

$utils.toJson($context.result)

Post.relatedPosts: [Post] リクエストマッピングテンプレートについて

{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "relatedPosts", 
        "source":  $utils.toJson($context.source) 
    }
}

Post.relatedPosts: [Post] レスポンスマッピングテンプレートについて

$utils.toJson($context.result)

GraphQL API をテストする
これで Lambda 関数が GraphQL リゾルバーに接続されたので、コンソールまたはクライアントアプリ
ケーションを使用してミューテーションまたはクエリが実行できます。

の左側にあるAWS AppSync コンソール、[] を選択します。クエリをクリックし、次のコードを貼り付け
ます。

addPost ミューテーション
mutation addPost { 
    addPost( 
        id: 6 
        author: "Author6" 
        title: "Sixth book" 
        url: "https://www.amazon.com/" 
        content: "This is the book is a tutorial for using GraphQL with AWS AppSync." 
    ) { 
        id 
        author 
        title 
        content 
        url 
        ups 
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        downs 
    }
}

getPost クエリ
query { 
    getPost(id: "2") { 
        id 
        author 
        title 
        content 
        url 
        ups 
        downs 
    }
}

allPosts クエリ
query { 
    allPosts { 
        id 
        author 
        title 
        content 
        url 
        ups 
        downs 
        relatedPosts { 
            id 
            title 
        } 
    }
}

エラーを返す
指定したフィールドの解決でエラーが発生する場合があります。とAWSAppSync では、以下のソースから
エラーを発生させることができます。

• リクエストまたはレスポンスのマッピングテンプレート
• Lambda 関数

マッピングテンプレートからの場合
意図的なエラーを発生させるには、$utils.errorVelocity Template Language (VTL) テンプレートのヘ
ルパーメソッド。これは引数として、errorMessage、errorType、および必要に応じて data の各値を
含みます。data は、エラーの発生時にクライアントに追加のデータを返す場合に利用できます。data オ
ブジェクトは GraphQL の最終レスポンスで errors に追加されます。

次の例では、Post.relatedPosts: [Post] レスポンスマッピングテンプレートでそれを使用する方法
を示しています。

$utils.error("Failed to fetch relatedPosts", "LambdaFailure", $context.result)

これにより、以下のような GraphQL レスポンスが生成されます。
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{ 
    "data": { 
        "allPosts": [ 
            { 
                "id": "2", 
                "title": "Second book", 
                "relatedPosts": null 
            }, 
            ... 
        ] 
    }, 
    "errors": [ 
        { 
            "path": [ 
                "allPosts", 
                0, 
                "relatedPosts" 
            ], 
            "errorType": "LambdaFailure", 
            "locations": [ 
                { 
                    "line": 5, 
                    "column": 5 
                } 
            ], 
            "message": "Failed to fetch relatedPosts", 
            "data": [ 
                { 
                  "id": "2", 
                  "title": "Second book" 
                }, 
                { 
                  "id": "1", 
                  "title": "First book" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

この場合、エラーおよび errorMessage、errorType、data が data.errors[0] オブジェクトに存在
するため、allPosts[0].relatedPosts は null になります。

Lambda 関数から
AWS AppSync また、Lambda 関数がスローするエラーも理解しています。Lambda プログラミングモ
デルを使用し、処理されるエラーを発生させることができます。Lambda 関数がエラーをスローした場
合、AWS AppSync は現在のフィールドの解決に失敗します。レスポンスには Lambda から返されたエ
ラーメッセージのみが設定されます。現在、Lambda 関数からエラーを発生させ、クライアントにエラー
関連以外のデータを渡すことはできません。

注意: Lambda 関数が未処理というエラーが表示されるAWS AppSync Lambda が設定したエラーメッセー
ジを使用します。

以下の Lambda 関数はエラーを発生させます。

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log("Received event {}", JSON.stringify(event, 3)); 
    callback("I fail. Always.");
};

これにより、以下のような GraphQL レスポンスが返されます。
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{ 
    "data": { 
        "allPosts": [ 
            { 
                "id": "2", 
                "title": "Second book", 
                "relatedPosts": null 
            }, 
            ... 
        ] 
    }, 
    "errors": [ 
        { 
            "path": [ 
                "allPosts", 
                0, 
                "relatedPosts" 
            ], 
            "errorType": "Lambda:Handled", 
            "locations": [ 
                { 
                    "line": 5, 
                    "column": 5 
                } 
            ], 
            "message": "I fail. Always." 
        } 
    ]
}

高度なユースケース: バッチ処理
この例の Lambda 関数には、指定した投稿に関連する投稿のリストを返す relatedPosts フィールドが
含まれています。この例のクエリでは、Lambda 関数からの allPosts フィールドの呼び出しにより 5 
件の投稿が返されます。我々はまた、解決したいと指定していたのでrelatedPosts返された投稿ごと
に、relatedPostsフィールド操作は 5 回呼び出されます。

query { 
    allPosts {   // 1 Lambda invocation - yields 5 Posts 
        id 
        author 
        title 
        content 
        url 
        ups 
        downs 
        relatedPosts {   // 5 Lambda invocations - each yields 5 posts 
            id 
            title 
        } 
    }
}

この例では大して思われませんが、この複合オーバーフェッチはアプリケーションを急速に害をなす可能
性があります。

同じクエリで返された関連する Posts について、再度 relatedPosts を取得すると、呼び出しの数は大
幅に増加します。

query { 
    allPosts {   // 1 Lambda invocation - yields 5 Posts 
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        id 
        author 
        title 
        content 
        url 
        ups 
        downs 
        relatedPosts {   // 5 Lambda invocations - each yield 5 posts = 5 x 5 Posts 
            id 
            title 
            relatedPosts {  // 5 x 5 Lambda invocations - each yield 5 posts = 25 x 5 Posts 
                id 
                title 
                author 
            } 
        } 
    }
}

この比較的単純なクエリでは、AWS AppSync では Lambda 関数を 1 + 5 + 25 = 31 回呼び出します。

これはよくある課題であり、N+1 問題と呼ばれます (この例では、N = 5)。これによりアプリケーションの
レイテンシーとコストが増大します。

この問題を解決する 1 つの方法は、同様なフィールドのリゾルバーリクエストを同時にバッチ処理するこ
とです。この例では、Lambda 関数が 1 つの投稿に関連する投稿のリストを解決するのではなく、指定さ
れた一連の投稿に関連する投稿のリストを解決できます。

これを示すため、Post.relatedPosts: [Post] リゾルバーをバッチ処理が有効なリゾルバーに切り替
えます。

AWS AppSync コンソールの右側で、既存の Post.relatedPosts: [Post] リゾルバーを選択します。
リクエストマッピングテンプレートを次のように変更します。

{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "BatchInvoke", 
    "payload": { 
        "field": "relatedPosts", 
        "source":  $utils.toJson($context.source) 
    }
}

operation フィールドのみを Invoke から BatchInvoke に変更します。ペイロードフィールドは、テ
ンプレートで指定した内容の配列になります。この例では、Lambda 関数は、入力として以下を受け取り
ます。

[ 
    { 
        "field": "relatedPosts", 
        "source": { 
            "id": 1 
        } 
    }, 
    { 
        "field": "relatedPosts", 
        "source": { 
            "id": 2 
        } 
    }, 
    ...
]

161



AWS AppSync デベロッパーガイド
高度なユースケース: バッチ処理

リクエストマッピングテンプレートで BatchInvoke を指定した場合、Lambda 関数はリクエストのリス
トを受け取り、結果のリストを返します。

具体的には、結果のリストがリクエストペイロードエントリのサイズおよび順序と一致する必要がありま
す。AWS AppSync それに応じて結果を一致させることができます。

このバッチ処理の例では、Lambda 関数は次のように一連の結果を返します。

[ 
    [{"id":"2","title":"Second book"}, {"id":"3","title":"Third book"}],   // relatedPosts 
 for id=1 
    [{"id":"3","title":"Third book"}]                                                       
       // relatedPosts for id=2
]

次の Node.js の Lambda 関数は、Post.relatedPostsフィールドに以下のように入力します。

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log("Received event {}", JSON.stringify(event, 3)); 
    var posts = { 
         "1": {"id": "1", "title": "First book", "author": "Author1", "url": "https://
amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 
 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1", "ups": "100", "downs": 
 "10"}, 
         "2": {"id": "2", "title": "Second book", "author": "Author2", "url": "https://
amazon.com", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT", "ups": 
 "100", "downs": "10"}, 
         "3": {"id": "3", "title": "Third book", "author": "Author3", "url": null, 
 "content": null, "ups": null, "downs": null }, 
         "4": {"id": "4", "title": "Fourth book", "author": "Author4", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 
 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 
 SAMPLE TEXT AUTHOR 4", "ups": "1000", "downs": "0"}, 
         "5": {"id": "5", "title": "Fifth book", "author": "Author5", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 
 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT", "ups": "50", "downs": "0"} }; 

    var relatedPosts = { 
        "1": [posts['4']], 
        "2": [posts['3'], posts['5']], 
        "3": [posts['2'], posts['1']], 
        "4": [posts['2'], posts['1']], 
        "5": [] 
    }; 

    console.log("Got a BatchInvoke Request. The payload has %d items to resolve.", 
 event.length); 
    // event is now an array 
    var field = event[0].field; 
    switch(field) { 
        case "relatedPosts": 
            var results = []; 
            // the response MUST contain the same number 
            // of entries as the payload array 
            for (var i=0; i< event.length; i++) { 
                console.log("post {}", JSON.stringify(event[i].source)); 
                results.push(relatedPosts[event[i].source.id]); 
            } 
            console.log("results {}", JSON.stringify(results)); 
            callback(null, results); 
            break; 
        default: 
            callback("Unknown field, unable to resolve" + field, null); 
            break; 
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    }
};

個々のエラーを返す
Lambda 関数から単一のエラーを返せることや、マッピングテンプレートから 1 つのエラーを生成できる
ことは以前の例で説明しました。バッチ処理を呼び出した場合、Lambda 関数からエラーが発生すると、
バッチ処理全体が失敗としてフラグ付けされます。これは、データストアへの接続が失敗するなど、回復
不可能なエラーが発生する特定のシナリオでは問題ない可能性があります。ただし、バッチ処理の一部が
成功し、他が失敗した場合、エラーと有効なデータの両方を返すことができます。なぜならAWS AppSync 
は、バッチの元のサイズと一致する要素のリストとなるように処理するだけで、エラーから有効なデータ
が識別できるようなデータ構造を定義する必要があります。

たとえば、関連する一連の投稿が返されることを Lambda 関数が期待している場合に
は、data、errorMessage、errorType の各フィールドを任意に含む Response オブジェクトのリストを返
します。errorMessage フィールドが存在する場合は、エラーが発生したことを意味します。

次のコードは Lambda 関数を更新する方法を示しています。

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log("Received event {}", JSON.stringify(event, 3)); 
    var posts = { 
         "1": {"id": "1", "title": "First book", "author": "Author1", "url": "https://
amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 
 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1", "ups": "100", "downs": 
 "10"}, 
         "2": {"id": "2", "title": "Second book", "author": "Author2", "url": "https://
amazon.com", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT", "ups": 
 "100", "downs": "10"}, 
         "3": {"id": "3", "title": "Third book", "author": "Author3", "url": null, 
 "content": null, "ups": null, "downs": null }, 
         "4": {"id": "4", "title": "Fourth book", "author": "Author4", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 
 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 
 SAMPLE TEXT AUTHOR 4", "ups": "1000", "downs": "0"}, 
         "5": {"id": "5", "title": "Fifth book", "author": "Author5", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 
 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT", "ups": "50", "downs": "0"} }; 

    var relatedPosts = { 
        "1": [posts['4']], 
        "2": [posts['3'], posts['5']], 
        "3": [posts['2'], posts['1']], 
        "4": [posts['2'], posts['1']], 
        "5": [] 
    }; 

    console.log("Got a BatchInvoke Request. The payload has %d items to resolve.", 
 event.length); 
    // event is now an array 
    var field = event[0].field; 
    switch(field) { 
        case "relatedPosts": 
            var results = []; 
            results.push({ 'data': relatedPosts['1'] }); 
            results.push({ 'data': relatedPosts['2'] }); 
            results.push({ 'data': null, 'errorMessage': 'Error Happened', 'errorType': 
 'ERROR' }); 
            results.push(null); 
            results.push({ 'data': relatedPosts['3'], 'errorMessage': 'Error Happened with 
 last result', 'errorType': 'ERROR' }); 
            callback(null, results); 
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            break; 
        default: 
            callback("Unknown field, unable to resolve" + field, null); 
            break; 
    }
};

この例では、次のレスポンスマッピングテンプレートが Lambda 関数の各項目を解析し、発生するエラー
があればそれを生成します。

#if( $context.result && $context.result.errorMessage ) 
    $utils.error($context.result.errorMessage, $context.result.errorType, 
 $context.result.data)
#else 
    $utils.toJson($context.result.data)
#end

この例では、以下のような GraphQL レスポンスが返されます。

{ 
  "data": { 
    "allPosts": [ 
      { 
        "id": "1", 
        "relatedPostsPartialErrors": [ 
          { 
            "id": "4", 
            "title": "Fourth book" 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "id": "2", 
        "relatedPostsPartialErrors": [ 
          { 
            "id": "3", 
            "title": "Third book" 
          }, 
          { 
            "id": "5", 
            "title": "Fifth book" 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "id": "3", 
        "relatedPostsPartialErrors": null 
      }, 
      { 
        "id": "4", 
        "relatedPostsPartialErrors": null 
      }, 
      { 
        "id": "5", 
        "relatedPostsPartialErrors": null 
      } 
    ] 
  }, 
  "errors": [ 
    { 
      "path": [ 
        "allPosts", 
        2, 
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        "relatedPostsPartialErrors" 
      ], 
      "errorType": "ERROR", 
      "locations": [ 
        { 
          "line": 4, 
          "column": 9 
        } 
      ], 
      "message": "Error Happened" 
    }, 
    { 
      "path": [ 
        "allPosts", 
        4, 
        "relatedPostsPartialErrors" 
      ], 
      "data": [ 
        { 
          "id": "2", 
          "title": "Second book" 
        }, 
        { 
          "id": "1", 
          "title": "First book" 
        } 
      ], 
      "errorType": "ERROR", 
      "locations": [ 
        { 
          "line": 4, 
          "column": 9 
        } 
      ], 
      "message": "Error Happened with last result" 
    } 
  ]
}

最大バッチサイズの構成
デフォルトでは、BatchInvoke,AWS AppSync 最大 5 つの項目のバッチでリクエストを Lambda 関数に
送信します。Lambda リゾルバーの最大バッチサイズを設定できます。

リゾルバの最大バッチサイズを設定するには、次のコマンドをAWS Command Line Interface(AWS CLI):

$ aws appsync create-resolver --api-id <api-id> --type-name Query --field-name relatedPosts 
 \ 
 --request-mapping-template "<template>" --response-mapping-template "<template>" --data-
source-name "<lambda-datasource>" \  
 --max-batch-size X

Note

リクエストマッピングテンプレートを提供するときは、BatchInvokeバッチ処理を使用する操
作。

次のコマンドを使用して、ダイレクト Lambda リゾルバーでのバッチ処理を有効にして設定することもで
きます。

$ aws appsync create-resolver --api-id <api-id> --type-name Query --field-name relatedPosts 
 \ 
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 --data-source-name "<lambda-datasource>" \  
 --max-batch-size X

VTL テンプレートを使用した最大バッチサイズ設定
VTL インリクエストテンプレートを持つ Lambda リゾルバの場合、最大バッチサイズ
は、BatchInvokeVTLでの運用。同様に、トップレベルの突然変異を実行する場合、GraphQL 仕様では
並列ミューテーションを順番に実行する必要があるため、ミューテーションのバッチ処理は実行されませ
ん。

たとえば、以下のミューテーションを実行します。

type Mutation { 
    putItem(input: Item): Item 
    putItems(inputs: [Item]): [Item]
}

最初の突然変異を使用すると、10を作成できますItems以下のスニペットに示すように、

mutation MyMutation { 
    v1: putItem($someItem1) { 
        id, 
        name 
    } 
    v2: putItem($someItem2) { 
        id, 
        name 
    } 
    v3: putItem($someItem3) { 
        id, 
        name 
    }  
    v4: putItem($someItem4) { 
        id, 
        name 
    } 
    v5: putItem($someItem5) { 
        id, 
        name 
    } 
    v6: putItem($someItem6) { 
        id, 
        name 
    }  
    v7: putItem($someItem7) { 
        id, 
        name 
    } 
    v8: putItem($someItem8) { 
        id, 
        name 
    } 
    v9: putItem($someItem9) { 
        id, 
        name 
    } 
    v10: putItem($someItem10) { 
        id, 
        name 
    }
}
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この例では、ItemsLambda リゾルバで最大バッチサイズが 10 に設定されていても、10 のグループでは
バッチ処理されません。代わりに、GraphQL 仕様に従って順番に実行されます。

実際のバッチ突然変異を実行するには、2 番目の突然変異を使用して以下の例に従います。

mutation MyMutation { 
    putItems([$someItem1, $someItem2, $someItem3,$someItem4, $someItem5, $someItem6,  
    $someItem7, $someItem8, $someItem9, $someItem10]) { 
    id, 
    name 
    }
}

ダイレクト Lambda リゾルバーでのバッチ処理の使用の詳細については、を参照してください。ダイレク
トLambda リゾルバー (p. 575)。

チュートリアル: アマゾンOpenSearchサービスリ
ゾルバー

AWS AppSyncAmazon の使用をサポートOpenSearch自分でプロビジョニングしたドメインからのサービ
スAWSアカウント (アカウントが VPC 内に存在しない場合)。ドメインをプロビジョニングした後、デー
タソースを使用してそれに接続できます。この時点で、スキーマにリゾルバーを設定し、クエリ、ミュー
テーション、サブスクリプションなどの GraphQL 処理を実行することができます。このチュートリアル
では、いくつかの一般的な例を説明します。

詳細については、「OpenSearch 用リゾルバーのマッピングテンプレートリファレンス (p. 569)」を参照
してください。

ワンクリックでのセットアップ
で GraphQL エンドポイントを自動的にセットアップするにはAWS AppSyncAmazon とともに
OpenSearchサービスが設定されています。AWS CloudFormationテンプレート:

AWS CloudFormation のデプロイが完了したら、GraphQL クエリとミューテーションの実行 (p. 172)を
すぐに開始できます。

新しい作成OpenSearchサービスドメイン
このチュートリアルを開始するには、OpenSearchサービスドメイン。ドメインがない場合は、次のサン
プルが使用できます。の場合、最大で 15 分かかることがあります。OpenSearchとの統合に進む前に、
サービスドメインを作成します。AWS AppSyncデータソース。

aws cloudformation create-stack --stack-name AppSyncOpenSearch \
--template-url https://s3.us-west-2.amazonaws.com/awsappsync/resources/elasticsearch/
ESResolverCFTemplate.yaml \
--parameters ParameterKey=ESDomainName,ParameterValue=ddtestdomain 
 ParameterKey=Tier,ParameterValue=development \
--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM

AWS アカウントでは、米国西部 2 (オレゴン) 地区のこの AWS CloudFormationスタックを起動できます。

167

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-west-2#/stacks/new?templateURL=https://s3.us-west-2.amazonaws.com/awsappsync/resources/elasticsearch/appsynces.yml


AWS AppSync デベロッパーガイド
のデータソースを設定するOpenSearchサービス

のデータソースを設定するOpenSearchサービス
後、OpenSearchサービスドメインが作成されたら、AWS AppSyncGraphQL API を選択し、データソー
スタブ。[New (新規)] を選択して、データソースに「oss」などの分かりやすい名前を入力します。次
に [] を選択します。アマゾンOpenSearchドメインにとって[Data source type]で、該当する地域を選択
します。次に、OpenSearchリストされたサービスドメイン。それを選択したら、新しいロールを作成
し、AWS AppSyncでは、適切なアクセス許可をに割り当てさせるか、次のようなインラインポリシーを含
む既存のロールを選択します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1234234", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "es:ESHttpDelete", 
                "es:ESHttpHead", 
                "es:ESHttpGet", 
                "es:ESHttpPost", 
                "es:ESHttpPut" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:es:REGION:ACCOUNTNUMBER:domain/democluster/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

との信頼関係を設定する必要があります。AWS AppSyncそのロールの場合:

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

さらに、OpenSearchサービスドメインには独自のものがありますアクセスポリシーAmazonで修正できる
のはどれですかOpenSearchサービスコンソール。適切なアクションとリソースを用いて、以下のような
ポリシーを追加する必要があります。OpenSearchサービスドメイン。以下の点に注意してください。プ
リンシパルとなるAppSyncデータソースロール (コンソールに作成させる場合) は、IAM コンソールに表示
されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
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            "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNTNUMBER:role/service-role/APPSYNC_DATASOURCE_ROLE" 
        }, 
        "Action": [ 
            "es:ESHttpDelete", 
            "es:ESHttpHead", 
            "es:ESHttpGet", 
            "es:ESHttpPost", 
            "es:ESHttpPut" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:es:REGION:ACCOUNTNUMBER:domain/DOMAIN_NAME/*" 
        } 
    ]
}

リゾルバーを接続する
これで、データソースがOpenSearchサービスドメインの場合、リゾルバーを使用して、以下の例のよう
にこのドメインを GraphQL スキーマに接続することができます。

 schema { 
   query: Query 
   mutation: Mutation 
 } 

 type Query { 
   getPost(id: ID!): Post 
   allPosts: [Post] 
 } 

 type Mutation { 
   addPost(id: ID!, author: String, title: String, url: String, ups: Int, downs: Int, 
 content: String): Post 
 }

type Post { 
  id: ID! 
  author: String 
  title: String 
  url: String 
  ups: Int 
  downs: Int 
  content: String
}
...

Post フィールドを含むユーザー定義の id 型があることに注意してください。次の例では、この型を
OpenSearchサービスドメイン。パスルートにマップされます。/id/postである。ここで、idインデッ
クスですかpostはタイプです。このルートパスから、個々のドキュメントの検索、/id/post* によるワ
イルドカード検索、/id/post/_search の パスを使用した複数ドキュメントの検索が行えます。たとえ
ば、同じインデックス id でインデックスが付けられた User という別の型がある場合は、/id/_search
の パスを使用して複数ドキュメントが検索できます。これにより、Post と User の両方のフィールドで
検索が行われます。

のスキーマエディタからAWS AppSyncコンソールで、前のバージョンを変更します。Posts含めるスキー
マsearchPostsクエリ:

type Query { 
  getPost(id: ID!): Post 
  allPosts: [Post] 
  searchPosts: [Post]
}
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スキーマを保存します。右側の [searchPosts] で、[Attach resolver (リゾルバーをアタッチ)] を選択しま
す。を選択します。OpenSearchサービスデータソース。[request mapping template (リクエストマッピン
グテンプレート)] セクションで、ドロップダウンから [Query posts (投稿のクエリ)] を選択し、基本テンプ
レートを取得します。path を /id/post/_search に変更します。次のようになります。

{ 
    "version":"2017-02-28", 
    "operation":"GET", 
    "path":"/id/post/_search", 
    "params":{ 
        "headers":{}, 
        "queryString":{}, 
        "body":{ 
            "from":0, 
            "size":50 
        } 
    }
}

これは、前述のスキーマにドキュメントがidフィールドで、ドキュメントがインデックス化されているこ
とOpenSearchこのフィールドによるサービス。データ構造が異なる場合は、更新が必要です。

でレスポンスマッピングテンプレートセクションで、適切なものを指定する必要があります_sourceデー
タ結果を取り戻すかどうかをフィルタリングしてOpenSearchサービスクエリ、GraphQL に変換します。
以下のテンプレートを使用してください。

[ 
    #foreach($entry in $context.result.hits.hits) 
    #if( $velocityCount > 1 ) , #end 
    $utils.toJson($entry.get("_source")) 
    #end
]

検索を変更する
前述のリクエストマッピングテンプレートは、すべてのレコードに簡単なクエリを実行します。今、特定
の筆者で検索する場合を考えます。また、その筆者を、GraphQL クエリに定義した引数にするとします。
のスキーマエディタでAWS AppSyncコンソール、追加allPostsByAuthorクエリ:

type Query { 
  getPost(id: ID!): Post 
  allPosts: [Post] 
  allPostsByAuthor(author: String!): [Post] 
  searchPosts: [Post]
}

今すぐ選択してくださいリゾルバーをアタッチを選択し、OpenSearchサービスデータソース。ただ
し、レスポンスマッピングテンプレート:

{ 
    "version":"2017-02-28", 
    "operation":"GET", 
    "path":"/id/post/_search", 
    "params":{ 
        "headers":{}, 
        "queryString":{}, 
        "body":{ 
            "from":0, 
            "size":50, 
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            "query":{ 
                "term" :{ 
                    "author": $util.toJson($context.arguments.author) 
                } 
            } 
        } 
    }
}

body には author フィールドを含む term クエリが含まれていることに注意してください。これは引数と
してクライアントから渡されます。任意で、標準テキストなどの事前に入力された情報を追加したり、他
のユーティリティ (p. 468)を使用したりすることもできます。

このリゾルバーを使用している場合、以前の例と同じ情報をレスポンスマッピングテンプレートに入力し
ます。

にデータを追加するOpenSearchサービス
にデータの追加が必要になる場合があります。OpenSearchGraphQL ミューテーションの結果としての
サービスドメイン。これは検索やその他の目的に非常に役立ちます。GraphQL のサブスクリプションを
使ってデータをリアルタイムで作成する (p. 231)の場合、これは、のデータの更新をクライアントに通知
するメカニズムとして動作します。OpenSearchサービスドメイン。

に戻ります。スキーマページのAWS AppSyncコンソールを開き、リゾルバーをアタッチ向け
のaddPost()ミューテーションです。を選択します。OpenSearch再度データソースをサービスし、以下
を使用します。レスポンスマッピングテンプレート向けのPostsスキーマ:

{ 
    "version":"2017-02-28", 
    "operation":"PUT", 
    "path": $util.toJson("/id/post/$context.arguments.id"), 
    "params":{ 
        "headers":{}, 
        "queryString":{}, 
        "body":{ 
            "id": $util.toJson($context.arguments.id), 
            "author": $util.toJson($context.arguments.author), 
            "ups": $util.toJson($context.arguments.ups), 
            "downs": $util.toJson($context.arguments.downs), 
            "url": $util.toJson($context.arguments.url), 
            "content": $util.toJson($context.arguments.content), 
            "title": $util.toJson($context.arguments.title) 
        } 
    }
}

以前と同様、これはデータ構造の一例です。別のフィールド名またはインデックスがある場合は、必要に
応じて path と body を更新します。この例では、GraphQL ミューテーションの引数からテンプレートを
受け取るために $context.arguments を使用する方法も示されています。

次に移る前に、以下のレスポンスマッピングテンプレートを使用します。これは次のセクションで詳しく
説明します。

$utils.toJson($context.result.get("_source"))

単一のドキュメントの取得
最後に、getPost(id:ID)スキーマでクエリを実行して個別にドキュメントを受け取る場合には、スキー
マエディタでこのクエリを検索します。AWS AppSyncコンソールで選択してくださいリゾルバーをアタッ
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チ。を選択します。OpenSearch再度データソースをサービスし、次のマッピングテンプレートを使用し
ます。

{ 
    "version":"2017-02-28", 
    "operation":"GET", 
    "path": $util.toJson("/id/post/$context.arguments.id"), 
    "params":{ 
        "headers":{}, 
        "queryString":{}, 
        "body":{} 
    }
}

上記の path では id 引数の body が空であるため、単一のドキュメントが返ります。ただし、リストでは
なく単一の項目が返るため、次のレスポンスマッピングテンプレートを使用する必要があります。

$utils.toJson($context.result.get("_source"))

クエリとミューテーションを実行する
これで、に対して GraphQL 処理が実行できます。OpenSearchサービスドメイン。に移動します。クエ
リのタブAWS AppSyncコンソールを使用して、新しいレコードを追加します。

mutation { 
    addPost( 
        id:"12345" 
        author: "Fred" 
        title: "My first book" 
        content: "This will be fun to write!" 
    ){ 
        id 
        author 
        title 
    }
}

レコードが正常に挿入された場合、右側にそのフィールドが表示されます。同様に、searchPostsあなた
に対してクエリを実行してくださいOpenSearchサービスドメイン:

query { 
    searchPosts { 
        id 
        title 
        author 
        content 
    }
}

ベストプラクティス
• OpenSearchサービスは、プライマリデータベースとしてではなく、データのクエリ発行のために使用

します。使用するとよい場合があります。OpenSearchで説明したように、Amazon DynamoDB と連動
したサービスGraphQL リゾルバーの組み合わせ (p. 174)。

• 許可することにより、ドメインへのアクセスのみを許可します。AWS AppSyncクラスターにアクセスす
るためのサービスロール。
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• 開発中は、最小限のコストのクラスターを使用して小規模で開始し、その後、本稼働への移行時に高可
用性 (HA) を備えた大規模なクラスターへと移行することができます。

チュートリアル: ローカルリゾルバー
AWSAppSync では、サポートされているデータソース (AWS Lambda、Amazon DynamoDB、または 
Amazon OpenSearch Service）で様々な操作を行う。ただし、特定のシナリオでは、サポートされている
データソースに対する呼び出しの必要がないことがあります。

そのような場合は、ローカルリゾルバーが役立ちます。リモートのデータソースを呼び出すのではなく、
ローカルリゾルバーはリクエストマッピングテンプレートの結果をレスポンスマッピングテンプレート
に転送します。AWS AppSync ではフィールドの解決は行われません。

ローカルリゾルバーは、いくつかのユースケースで便利です。特によく使用されるのは、データソースの
呼び出しをトリガーせずに通知を発行する場合です。そのユースケースの例を示すために、ユーザーが
互いに呼び出すことができるページングアプリケーションを構築しましょう。この例では、サブスクリ
プションを活用します。サブスクリプションに慣れていない場合は、「リアルタイムデータ (p. 231)」
チュートリアルを参照してください。

ページングアプリケーションの作成
このページングアプリケーションでは、クライアントは受信箱をサブスクライブでき、他のクライアント
にページを送信できます。各ページにはメッセージが含まれています。スキーマは次のとおりです。

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation 
    subscription: Subscription
}

type Subscription { 
    inbox(to: String!): Page 
    @aws_subscribe(mutations: ["page"])
}

type Mutation { 
    page(body: String!, to: String!): Page!
}

type Page { 
    from: String! 
    to: String! 
    body: String! 
    sentAt: String!
}

type Query { 
    me: String
}

Mutation.page フィールドにリゾルバーをアタッチしましょう。[スキーマ] ペインで、右側のパネルの
フィールド定義の横にある [Attach Resolver (リゾルバーのアタッチ)] をクリックします。None 型の新し
いデータソースを作成して、PageDataSource という名前を付けます。

リクエストマッピングテンプレートで、次のように入力します。

{ 
  "version": "2017-02-28", 
  "payload": { 
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    "body": $util.toJson($context.arguments.body), 
    "from": $util.toJson($context.identity.username), 
    "to":  $util.toJson($context.arguments.to), 
    "sentAt": "$util.time.nowISO8601()" 
  }
}

レスポンスマッピングテンプレートで、デフォルトの [Forward the result (結果を転送)] を選択します。リ
ゾルバーを保存します。これで、アプリケーションの準備ができたので、ページングしましょう。

ページの送信およびサブスクライブ
ページを受信するクライアントで、まず受信箱をサブスクライブする必要があります。

[Queries (クエリ)] ペインで inbox のサブスクリプションを実行しましょう。

subscription Inbox { 
    inbox(to: "Nadia") { 
        body 
        to 
        from 
        sentAt 
    }
}

Nadia は、Mutation.page ミューテーションが呼び出されるたびにページを受け取ります。ミューテー
ションを実行することで、このミューテーションを呼び出しましょう。

mutation Page { 
    page(to: "Nadia", body: "Hello, World!") { 
        body 
        to 
        from 
        sentAt 
    }
}

AWS AppSync に任せずにページを送信してそれを受信することで、ローカルリゾルバーの使用方法の例
を示しました。

チュートリアル: GraphQL リゾルバーの組み合わせ
GraphQL スキーマのリゾルバーとフィールドには、非常に柔軟性の高い 1 対 1 の関係があります。デー
タソースはスキーマとは独立にリゾルバーに設定されるため、ニーズに応じてスキーマ上で組み合わせや
マッチングを行い、さまざまなデータソースを使用して GraphQL 型の解決や操作が行えます。

次のシナリオ例では、スキーマ内のデータソースを混在させて一致させる方法を示します。開始
する前に、のデータソースとリゾルバの設定について理解しておくことをお勧めします。AWS 
Lambda、Amazon DynamoDB、および前のチュートリアルで説明した Amazon OpenSearch Service。

スキーマの例
次のスキーマには、3 つの Query 処理と 3 つの Mutation 処理を含む Post という型が定義されていま
す。

type Post { 

174



AWS AppSync デベロッパーガイド
リゾルバーを使用してデータを変更する

    id: ID! 
    author: String! 
    title: String 
    content: String 
    url: String 
    ups: Int 
    downs: Int 
    version: Int!
}

type Query { 
    allPost: [Post] 
    getPost(id: ID!): Post 
    searchPosts: [Post]
}

type Mutation { 
    addPost( 
        id: ID!, 
        author: String!, 
        title: String, 
        content: String, 
        url: String 
    ): Post 
    updatePost( 
        id: ID!, 
        author: String!, 
        title: String, 
        content: String, 
        url: String, 
        ups: Int!, 
        downs: Int!, 
        expectedVersion: Int! 
    ): Post 
    deletePost(id: ID!): Post
}

この例では、合計 6 つのリゾルバーをアタッチします。考えられる方法の 1 つは、これらをすべて Posts
という Amazon DynamoDB テーブルから取得することです。この場合、「DynamoDB のリゾルバーの
マッピングテンプレートリファレンス (p. 514)」で説明されているように、AllPosts はスキャンを実
行し、searchPosts はクエリを実行します。ただし、Lambda または OpenSearch Service を使用して 
GraphQL クエリに解決させるなど、ビジネスニーズに応じて他の方法も使用できます。

リゾルバーを使用してデータを変更する
DynamoDB (または Amazon Aurora) などのデータベースからクライアントに、一部の属性を変更した結
果を返したい場合があります。クライアントでのタイムスタンプの相違などによるデータ型の成形が必
要な場合や、後方互換性を確保するための処理が必要な場合などです。以下では、分かりやすい例とし
て、GraphQL リゾルバーが呼び出されるたびに投稿にランダムな番号を割り当て、ブログの投稿に対する
賛成または反対を操作する AWS Lambda 関数を示しています。

'use strict';
const doc = require('dynamodb-doc');
const dynamo = new doc.DynamoDB();

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    const payload = { 
        TableName: 'Posts', 
        Limit: 50, 
        Select: 'ALL_ATTRIBUTES', 
    }; 
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    dynamo.scan(payload, (err, data) => { 
        const result = { data: data.Items.map(item =>{ 
            item.ups = parseInt(Math.random() * (50 - 10) + 10, 10); 
            item.downs = parseInt(Math.random() * (20 - 0) + 0, 10); 
            return item; 
        }) }; 
        callback(err, result.data); 
    });
};

これは完全に有効な Lambda 関数であり、GraphQL スキーマの AllPosts フィールドにアタッチできる
ため、すべての結果を返すクエリが、賛成/反対に対するランダムな番号を受け取ります。

DynamoDB と OpenSearch Service
一部のアプリケーションでは、DynamoDB に対してミューテーションまたは簡単な検索クエリを実行し、
バックグラウンドプロセスでドキュメントを OpenSearch Service に転送する場合があります。その後、
単に添付できます。searchPostsOpenSearch Service データソースにリゾルバし、GraphQL クエリ
を使用して、(DynamoDB のデータからの) 検索結果を返します。これは、キーワードやあいまいワード
による検索、地理空間検索などの高度な検索処理をアプリケーションに追加する場合に非常に役立ちま
す。DynamoDB からのデータ転送は、ETL プロセスを使用して、または Lambda を使用した DynamoDB 
からのストリームを使用して行うことができます。これの完全な実例を、AWS アカウントで米国西部 2 
(オレゴン) 地区の下記の AWS CloudFormation スタックを使用して起動できます。

この例では、スキーマは以下のような DynamoDB リゾルバーを使用して投稿を追加します。

mutation add { 
    putPost(author:"Nadia" 
        title:"My first post" 
        content:"This is some test content" 
        url:"https://aws.amazon.com/appsync/" 
    ){ 
        id 
        title 
    }
}

これにより、データがに書き込まれます。その後、Lambda を介して Amazon OpenSearch Service に
データがに転送されます。ここではすべての投稿がさまざまなフィールドについて検索できます。たとえ
ば、データが Amazon OpenSearch Service にあるため、以下のように空白を含む任意のテキストを使用
して、author フィールドまたは content フィールドを検索できます。

query searchName{ 
    searchAuthor(name:"   Nadia   "){ 
        id 
        title 
        content 
    }
}

query searchContent{ 
    searchContent(text:"test"){ 
        id 
        title 
        content 
    }
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}

データは DynamoDB に直接書き込まれるため、allPosts{...} クエリと singlePost{...} クエリ
を使用して、テーブルに対するリストまたは項目の検索処理が効率的に実行できます。このスタックで
は、DynamoDB ストリームに対して次のコード例を使用します。

注意: ここで示しているのは一例にすぎません。

var AWS = require('aws-sdk');
var path = require('path');
var stream = require('stream');

var esDomain = { 
    endpoint: 'https://opensearch-domain-name.REGION.es.amazonaws.com', 
    region: 'REGION', 
    index: 'id', 
    doctype: 'post'
};

var endpoint = new AWS.Endpoint(esDomain.endpoint)
var creds = new AWS.EnvironmentCredentials('AWS');

function postDocumentToES(doc, context) { 
    var req = new AWS.HttpRequest(endpoint); 

    req.method = 'POST'; 
    req.path = '/_bulk'; 
    req.region = esDomain.region; 
    req.body = doc; 
    req.headers['presigned-expires'] = false; 
    req.headers['Host'] = endpoint.host; 

    // Sign the request (Sigv4) 
    var signer = new AWS.Signers.V4(req, 'es'); 
    signer.addAuthorization(creds, new Date()); 

    // Post document to ES 
    var send = new AWS.NodeHttpClient(); 
    send.handleRequest(req, null, function (httpResp) { 
        var body = ''; 
        httpResp.on('data', function (chunk) { 
            body += chunk; 
        }); 
        httpResp.on('end', function (chunk) { 
            console.log('Successful', body); 
            context.succeed(); 
        }); 
    }, function (err) { 
        console.log('Error: ' + err); 
        context.fail(); 
    });
}

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log("event => " + JSON.stringify(event)); 
    var posts = ''; 

    for (var i = 0; i < event.Records.length; i++) { 
        var eventName = event.Records[i].eventName; 
        var actionType = ''; 
        var image; 
        var noDoc = false; 
        switch (eventName) { 
            case 'INSERT': 
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                actionType = 'create'; 
                image = event.Records[i].dynamodb.NewImage; 
                break; 
            case 'MODIFY': 
                actionType = 'update'; 
                image = event.Records[i].dynamodb.NewImage; 
                break; 
            case 'REMOVE': 
            actionType = 'delete'; 
                image = event.Records[i].dynamodb.OldImage; 
                noDoc = true; 
                break; 
        } 

        if (typeof image !== "undefined") { 
            var postData = {}; 
            for (var key in image) { 
                if (image.hasOwnProperty(key)) { 
                    if (key === 'postId') { 
                        postData['id'] = image[key].S; 
                    } else { 
                        var val = image[key]; 
                        if (val.hasOwnProperty('S')) { 
                            postData[key] = val.S; 
                        } else if (val.hasOwnProperty('N')) { 
                            postData[key] = val.N; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 

            var action = {}; 
            action[actionType] = {}; 
            action[actionType]._index = 'id'; 
            action[actionType]._type = 'post'; 
            action[actionType]._id = postData['id']; 
            posts += [ 
                JSON.stringify(action), 
            ].concat(noDoc?[]:[JSON.stringify(postData)]).join('\n') + '\n'; 
        } 
    } 
    console.log('posts:',posts); 
    postDocumentToES(posts, context);
};

DynamoDB ストリームを使用し、をプライマリキーとしてこれを DynamoDB テーブルにアタッチできま
す。id、DynamoDB のソースへの変更は OpenSearch Service ドメインに転送されます。この設定の詳細
については、DynamoDB Streamsのドキュメントを参照してください。

チュートリアル :DynamoDB Batch リゾルバー
AWS AppSync は、単一リージョン内での複数のテーブルを対象とした Amazon DynamoDB のバッチ処
理のの使用をサポートします。サポートされている処理は、BatchGetItem、BatchPutItem、および
BatchDeleteItem です。AWS AppSync でこれらの機能を使用すると、次のようなタスクを実行できま
す。

• 単一クエリでキーのリストを渡し、テーブルからの結果を返す
• 単一クエリで 1 つ以上のテーブルからレコードを読み取る
• 1 つ以上のテーブルに一連のレコードを書き込む
• 関連のある複数のテーブルのレコードを状況に応じて書き込みまたは削除

178

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Streams.Lambda.html


AWS AppSync デベロッパーガイド
許可

DynamoDBAWS AppSync によるバッチ処理を使用するのは高度な手法であり、バックエンド処理とテー
ブル構造についてより多くの知識と考慮が必要になります。さらに、AWS AppSync でのバッチ処理に
は、非バッチ処理と比べて主に 2 つの相違点があります。

• データソースのロールには、リゾルバーがアクセスするすべてのテーブルについてアクセス許可が必要
です。

• リゾルバーのテーブル仕様はマッピングテンプレートに含まれます。

許可
他のリゾルバーと同様に、AWS AppSync にデータソースを作成し、ロールを作成または既存のロールを
使用する必要があります。バッチ処理では DynamoDB テーブルごとに異なるアクセス許可が必要である
ため、読み取りまたは書き込みアクションのために設定されたアクセス許可がロールに必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:BatchWriteItem" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:dynamodb:region:account:table/TABLENAME", 
                "arn:aws:dynamodb:region:account:table/TABLENAME/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

注意 : ロールは AWS AppSync のデータソースに関連付けられ、フィールドのリゾルバーはデータソー
スに対して呼び出されます。DynamoDB に対して取得するよう設定されたデータソースは、設定を単純
にするために 1 つのテーブルのみ指定されます。したがって、単一のリゾルバーで複数のテーブルに対
してバッチ処理を実行する場合、これはより高度なタスクであり、リゾルバーが利用するすべてのテー
ブルへのアクセスをデータソースのロールに許可する必要があります。これは、上記の IAM ポリシーの
Resource フィールドで行われます。テーブルに対してバッチを呼び出すためのテーブル設定は、リゾル
バーのテンプレートで行います。これについては以下で説明します。

データソース
分かりやすくするために、このチュートリアルではすべてのリゾルバーに同じデータソースを使用しま
す。[データソース] タブで、新しい DynamoDB BatchTutorialデータソースを作成して名前を付けます。
テーブル名はバッチ処理のリクエストマッピングテンプレートで指定するので、何でも構いません。ここ
では、テーブル名に empty を使用しています。

このチュートリアルでは、次のインラインポリシーを含むロールが使用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:BatchWriteItem" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
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            "Resource": [ 
                "arn:aws:dynamodb:region:account:table/Posts", 
                "arn:aws:dynamodb:region:account:table/Posts/*", 
                "arn:aws:dynamodb:region:account:table/locationReadings", 
                "arn:aws:dynamodb:region:account:table/locationReadings/*", 
                "arn:aws:dynamodb:region:account:table/temperatureReadings", 
                "arn:aws:dynamodb:region:account:table/temperatureReadings/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

1 つのテーブルのバッチ処理
以下の例では、Posts という名前の単一のテーブルがあり、バッチ処理を使用してこれに項目を追加また
は削除するとします。次のスキーマを使用し、クエリには何もせずに ID のリストを渡します。

type Post { 
    id: ID! 
    title: String
}

input PostInput { 
    id: ID! 
    title: String
}

type Query { 
    batchGet(ids: [ID]): [Post]
}

type Mutation { 
    batchAdd(posts: [PostInput]): [Post] 
    batchDelete(ids: [ID]): [Post]
}

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}

次のリクエストマッピングテンプレートを使用して batchAdd() フィールドにリゾルバーをアタッチしま
す。これは自動的に GraphQL の input PostInput 型に各項目を渡し、マップを作成します。このマッ
プは BatchPutItem の処理に必要になります。

#set($postsdata = [])
#foreach($item in ${ctx.args.posts}) 
    $util.qr($postsdata.add($util.dynamodb.toMapValues($item)))
#end

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "BatchPutItem", 
    "tables" : { 
        "Posts": $utils.toJson($postsdata) 
    }
}

このケースでは、レスポンスマッピングテンプレートは単純に実行されますが、次のようにテーブル名が
..data.Posts として context オブジェクトに追加されています。
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$util.toJson($ctx.result.data.Posts)

コンソールで [クエリAWS AppSync] ページに移動し、次の batchAdd ミューテーションを実行します。

mutation add { 
    batchAdd(posts:[{ 
            id: 1 title: "Running in the Park"},{ 
            id: 2 title: "Playing fetch" 
        }]){ 
            id 
            title 
    }
}

画面に結果が表示されるので、DynamoDB コンソールを使用して、両方の値がPostsテーブルに書き込ま
れたことを個別に確認できます。

次に、以下のリクエストマッピングテーブルを使用して batchGet() フィールドにリゾルバ―をアタッ
チします。これは自動的に GraphQL の ids:[] 型に各項目を渡し、マップを作成します。このマップは
BatchGetItem の処理に必要になります。

#set($ids = [])
#foreach($id in ${ctx.args.ids}) 
    #set($map = {}) 
    $util.qr($map.put("id", $util.dynamodb.toString($id))) 
    $util.qr($ids.add($map))
#end

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "BatchGetItem", 
    "tables" : { 
        "Posts": { 
            "keys": $util.toJson($ids), 
            "consistentRead": true, 
            "projection" : { 
                "expression" : "#id, title", 
                "expressionNames" : { "#id" : "id"} 
                } 
        } 
    }
}

再度、レスポンスマッピングテンプレートが単純に実行されますが、ここでもテーブル名が
..data.Posts として context オブジェクトに追加されます。

$util.toJson($ctx.result.data.Posts)

コンソールの [クエリAWS AppSync] ページに戻り、次の batchGet Query を実行します。

query get { 
    batchGet(ids:[1,2,3]){ 
        id 
        title 
    }
}

これは、以前に追加した 2 つの id 値の結果を返します。値が null の id に対して 3 値が返っているこ
とに注意してください。これは、その値に対応するレコードが Posts テーブルにまだないためです。ま
た、AWS AppSync が、クエリに渡されたキーの順番どおりに結果を返していることに注意してくださ
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い。これも AWS AppSync の機能です。したがって、batchGet(ids:[1,3,2) に変更すると、順番が代
わります。どの id で null 値が返されたのかもこれで分かります。

最後に、以下のリクエストマッピングテンプレートを使用して batchDelete() フィールドにリゾルバー
をアタッチします。これは自動的に GraphQL の ids:[] 型に各項目を渡し、マップを作成します。この
マップは BatchGetItem の処理に必要になります。

#set($ids = [])
#foreach($id in ${ctx.args.ids}) 
    #set($map = {}) 
    $util.qr($map.put("id", $util.dynamodb.toString($id))) 
    $util.qr($ids.add($map))
#end

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "BatchDeleteItem", 
    "tables" : { 
        "Posts": $util.toJson($ids) 
    }
}

再度、レスポンスマッピングテンプレートが単純に実行されますが、ここでもテーブル名が
..data.Posts として context オブジェクトに追加されます。

$util.toJson($ctx.result.data.Posts)

コンソールの [クエリAWS AppSync] ページに戻り、次の batchDelete ミューテーションを実行します。

mutation delete { 
    batchDelete(ids:[1,2]){ id }
}

id が 1 と 2 のレコードが削除されます。以前に使用した batchGet() クエリを再実行すると、これらは
null を返します。

複数テーブルのバッチ処理
AWS AppSync 複数のテーブルに対してバッチ処理を実行することもできます。より複雑なアプリケー
ションを作成しましょう。Pet Health アプリを作成するとします。これは、センサーによりペットの場所
と体温を報告します。センサーは電池により動作し、数分ごとにネットワークへの接続を試みます。セン
サーが接続に成功すると、読み取り値を AWS AppSync API に送信します。その後、データの分析がトリ
ガーされ、ペットの飼い主にダッシュボードが表示されます。センサーとバックエンドのデータストア間
のやり取りの作成について考えてみましょう。

前提条件として、まず 2 つの DynamoDB テーブルを作成します。locationReadings はセンサーの温度
の読み取り値を格納し、temperatureReadings はセンサーの位置の読み取り値を格納します。両方の
テーブルで同じプライマリキー構造体を共有します。sensorId (String) はパーティションキーであ
り、timestamp (String) がソートキーです。

以下の GraphQL スキーマを使用しましょう。

type Mutation { 
    # Register a batch of readings 
    recordReadings(tempReadings: [TemperatureReadingInput], locReadings: 
 [LocationReadingInput]): RecordResult 
    # Delete a batch of readings 
    deleteReadings(tempReadings: [TemperatureReadingInput], locReadings: 
 [LocationReadingInput]): RecordResult
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}

type Query { 
    # Retrieve all possible readings recorded by a sensor at a specific time 
    getReadings(sensorId: ID!, timestamp: String!): [SensorReading]
}

type RecordResult { 
    temperatureReadings: [TemperatureReading] 
    locationReadings: [LocationReading]
}

interface SensorReading { 
    sensorId: ID! 
    timestamp: String!
}

# Sensor reading representing the sensor temperature (in Fahrenheit)
type TemperatureReading implements SensorReading { 
    sensorId: ID! 
    timestamp: String! 
    value: Float
}

# Sensor reading representing the sensor location (lat,long)
type LocationReading implements SensorReading { 
    sensorId: ID! 
    timestamp: String! 
    lat: Float 
    long: Float
}

input TemperatureReadingInput { 
    sensorId: ID! 
    timestamp: String 
    value: Float
}

input LocationReadingInput { 
    sensorId: ID! 
    timestamp: String 
    lat: Float 
    long: Float
}

BatchPutItem -センサーの読み取り値の記録
センサーは、インターネットに接続後、読み取り値を送信できる必要があります。GraphQL の
Mutation.recordReadings フィールドは、このために使用される API です。リゾルバーをアタッチ
し、API を有効にしましょう。

[Mutation.recordReadings] フィールドの横にある [アタッチ] を選択します。次の画面で、チュート
リアルの最初で作成したのと同じ BatchTutorial データソースを選択します。

次のリクエストマッピングテンプレートを追加しましょう。

リクエストマッピングテンプレート

## Convert tempReadings arguments to DynamoDB objects
#set($tempReadings = [])
#foreach($reading in ${ctx.args.tempReadings}) 
    $util.qr($tempReadings.add($util.dynamodb.toMapValues($reading)))
#end
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## Convert locReadings arguments to DynamoDB objects
#set($locReadings = [])
#foreach($reading in ${ctx.args.locReadings}) 
    $util.qr($locReadings.add($util.dynamodb.toMapValues($reading)))
#end

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "BatchPutItem", 
    "tables" : { 
        "locationReadings": $utils.toJson($locReadings), 
        "temperatureReadings": $utils.toJson($tempReadings) 
    }
}

ご覧のように、BatchPutItem 処理により複数のテーブルが指定できます。

次のレスポンスマッピングテンプレートを使用しましょう。

レスポンスマッピングテンプレート

## If there was an error with the invocation
## there might have been partial results
#if($ctx.error) 
    ## Append a GraphQL error for that field in the GraphQL response 
    $utils.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.message)
#end
## Also returns data for the field in the GraphQL response
$utils.toJson($ctx.result.data)

バッチ処理では、呼び出しからエラーと結果の両方が返る可能性があります。その場合は、任意に追加の
エラー処理を実行できます。

注意: $utils.appendError() の使用法は $util.error() と同様ですが、マッピングテンプレートの
評価を中断しないという違いがあります。代わりに、エラーが発生したことをフィールドで通知します。
ただし、テンプレートを評価して、データを引き続き呼び出し元に返すことも可能です。アプリケーショ
ンで部分的な結果を返す必要がある場合は、$utils.appendError() を使用することを推奨します。

リゾルバーを保存し、 コンソールの [クエリAWS AppSync ] ページに移動します。センサーの読み取り値
をいくつか送信してみましょう!

次のミューテーションを実行します。

mutation sendReadings { 
  recordReadings( 
    tempReadings: [ 
      {sensorId: 1, value: 85.5, timestamp: "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"}, 
      {sensorId: 1, value: 85.7, timestamp: "2018-02-01T17:21:06.000+08:00"}, 
      {sensorId: 1, value: 85.8, timestamp: "2018-02-01T17:21:07.000+08:00"}, 
      {sensorId: 1, value: 84.2, timestamp: "2018-02-01T17:21:08.000+08:00"}, 
      {sensorId: 1, value: 81.5, timestamp: "2018-02-01T17:21:09.000+08:00"} 
    ] 
    locReadings: [ 
      {sensorId: 1, lat: 47.615063, long: -122.333551, timestamp: 
 "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"}, 
      {sensorId: 1, lat: 47.615163, long: -122.333552, timestamp: 
 "2018-02-01T17:21:06.000+08:00"} 
      {sensorId: 1, lat: 47.615263, long: -122.333553, timestamp: 
 "2018-02-01T17:21:07.000+08:00"} 
      {sensorId: 1, lat: 47.615363, long: -122.333554, timestamp: 
 "2018-02-01T17:21:08.000+08:00"} 
      {sensorId: 1, lat: 47.615463, long: -122.333555, timestamp: 
 "2018-02-01T17:21:09.000+08:00"} 
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    ]) { 
    locationReadings { 
      sensorId 
      timestamp 
      lat 
      long 
    } 
    temperatureReadings { 
      sensorId 
      timestamp 
      value 
    } 
  }
}

1 つのミューテーションで 10 個のセンサー読み取り値を送信しました。これらは 2 つのテーブルに分けら
れています。DynamoDB コンソールを使用して、locationReadings と temperatureReadings の両方のテー
ブルにデータが表示されることを確認します。

BatchDeleteItem -センサー読み取り値の削除
同様に、センサーの読み取り値を一括して削除する必要もあります。これを行うた
めに、Mutation.deleteReadings GraphQL フィールドを使用してみましょう。
[Mutation.recordReadings] フィールドの横にある [アタッチ] を選択します。次の画面で、チュート
リアルの最初で作成したのと同じ BatchTutorial データソースを選択します。

次のリクエストマッピングテンプレートを使用しましょう。

リクエストマッピングテンプレート

## Convert tempReadings arguments to DynamoDB primary keys
#set($tempReadings = [])
#foreach($reading in ${ctx.args.tempReadings}) 
    #set($pkey = {}) 
    $util.qr($pkey.put("sensorId", $reading.sensorId)) 
    $util.qr($pkey.put("timestamp", $reading.timestamp)) 
    $util.qr($tempReadings.add($util.dynamodb.toMapValues($pkey)))
#end

## Convert locReadings arguments to DynamoDB primary keys
#set($locReadings = [])
#foreach($reading in ${ctx.args.locReadings}) 
    #set($pkey = {}) 
    $util.qr($pkey.put("sensorId", $reading.sensorId)) 
    $util.qr($pkey.put("timestamp", $reading.timestamp)) 
    $util.qr($locReadings.add($util.dynamodb.toMapValues($pkey)))
#end

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "BatchDeleteItem", 
    "tables" : { 
        "locationReadings": $utils.toJson($locReadings), 
        "temperatureReadings": $utils.toJson($tempReadings) 
    }
}

レスポンスマッピングテンプレートは Mutation.recordReadings に使用したものと同じです。

レスポンスマッピングテンプレート

## If there was an error with the invocation
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## there might have been partial results
#if($ctx.error) 
    ## Append a GraphQL error for that field in the GraphQL response 
    $utils.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.message)
#end
## Also return data for the field in the GraphQL response
$utils.toJson($ctx.result.data)

リゾルバーを保存し、 コンソールの [クエリAWS AppSync ] ページに移動します。では、いくつかのセン
サーの読み取り値を削除しましょう!

次のミューテーションを実行します。

mutation deleteReadings { 
  # Let's delete the first two readings we recorded 
  deleteReadings( 
    tempReadings: [{sensorId: 1, timestamp: "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"}] 
    locReadings: [{sensorId: 1, timestamp: "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"}]) { 
    locationReadings { 
      sensorId 
      timestamp 
      lat 
      long 
    } 
    temperatureReadings { 
      sensorId 
      timestamp 
      value 
    } 
  }
}

DynamoDB コンソールを通じて locationReadings と temperatureReadings テーブルから削除されたこれ
ら 2 つの読み取り値を検証します。

BatchGetItem -測定値の取得
Pet Health アプリのもう 1 つの一般的な処理として、特定の時刻にセンサーの読み取り値を取得します。
スキーマの Query.getReadings GraphQL フィールドにリゾルバーをアタッチしましょう。[Attach (ア
タッチ)] を選択し、次の画面で、このチュートリアルの最初で作成したのと同じ BatchTutorial データ
ソースを選択します。

次のリクエストマッピングテンプレートを追加しましょう。

リクエストマッピングテンプレート

## Build a single DynamoDB primary key,
## as both locationReadings and tempReadings tables
## share the same primary key structure
#set($pkey = {})
$util.qr($pkey.put("sensorId", $ctx.args.sensorId))
$util.qr($pkey.put("timestamp", $ctx.args.timestamp))

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "BatchGetItem", 
    "tables" : { 
        "locationReadings": { 
            "keys": [$util.dynamodb.toMapValuesJson($pkey)], 
            "consistentRead": true 
        }, 
        "temperatureReadings": { 
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            "keys": [$util.dynamodb.toMapValuesJson($pkey)], 
            "consistentRead": true 
        } 
    }
}

BatchGetItem現在オペレーションを使用していることに注意してください。

SensorReading リストが返されることを選択しているため、レスポンスマッピングテンプレートには多
少の相違が発生します。呼び出しの結果を必要な形式にマッピングしましょう。

レスポンスマッピングテンプレート

## Merge locationReadings and temperatureReadings
## into a single list
## __typename needed as schema uses an interface
#set($sensorReadings = [])

#foreach($locReading in $ctx.result.data.locationReadings) 
    $util.qr($locReading.put("__typename", "LocationReading")) 
    $util.qr($sensorReadings.add($locReading))
#end

#foreach($tempReading in $ctx.result.data.temperatureReadings) 
    $util.qr($tempReading.put("__typename", "TemperatureReading")) 
    $util.qr($sensorReadings.add($tempReading))
#end

$util.toJson($sensorReadings)

リゾルバーを保存し、 コンソールの [クエリAWS AppSync ] ページに移動します。では、センサーの読み
取り値を取得しましょう!

次のクエリを実行します。

query getReadingsForSensorAndTime { 
  # Let's retrieve the very first two readings 
  getReadings(sensorId: 1, timestamp: "2018-02-01T17:21:06.000+08:00") { 
    sensorId 
    timestamp 
    ...on TemperatureReading { 
      value 
    } 
    ...on LocationReading { 
      lat 
      long 
    } 
  }
}

以上で、を使用した DynamoDBAWS AppSync のバッチ処理のデモンストレーションが完了しました。

エラー処理
AWS AppSync では、データソースの処理の部分的な結果が返ることがあります。部分的な結果という用
語は、処理の出力がいくつかのデータと 1 つのエラーで構成されていることを表す場合に使用します。エ
ラー処理はアプリケーションで異なるため、AWS AppSync は、エラーを処理する手段をレスポンスマッ
ピングテンプレート内に用意しています。リゾルバーの呼び出しエラーがある場合、これは context から
$ctx.error として読み出せます。呼び出しエラーには必ずメッセージと型が含まれています。これらは
$ctx.error.message と $ctx.error.type というプロパティとしてアクセスできます。レスポンス
マッピングテンプレートの呼び出し中に、以下の 3 つの方法で部分的な結果を処理することができます。
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1. データを返すだけで、呼び出しエラーは通知しない
2. レスポンスマッピングテンプレートの評価を停止することでエラーを発生させる ($util.error(...)

を使用)。データは返さない。
3. エラーを付加し ($util.appendError(...) を使用)、データも返す

DynamoDB のバッチ処理を使用して、上記の 3 つの方法をそれぞれ試してみましょう!

DynamoDB のバッチ処理
DynamoDB のバッチ処理を使用すると、バッチを部分的に完了させることができます。つまり、リクエス
トされた項目またはキーの一部を未処理のままにすることができます。AWS AppSync がバッチ処理を完
了できない場合、未処理の項目と呼び出しエラーが context に設定されます。

このチュートリアルの以前のセクションの Query.getReadings 処理で使用した BatchGetItem フィー
ルドの設定を使用してエラー処理を実装します。ここでは、Query.getReadings フィールドの実行中
に、temperatureReadings DynamoDB テーブルがプロビジョニングされたスループットを使い果たし
たとします。DynamoDB はProvisionedThroughputExceededException、AWS AppSync バッチ処理の残り
の要素を処理して 2 番目の試行で、バッチ処理の残りの要素を処理します。

次の JSON は、DynamoDB のバッチ処理の呼び出し後、レスポンスマッピングテンプレートの評価前にシ
リアル化された context を表しています。

{ 
  "arguments": { 
    "sensorId": "1", 
    "timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00" 
  }, 
  "source": null, 
  "result": { 
    "data": { 
      "temperatureReadings": [ 
        null 
      ], 
      "locationReadings": [ 
        { 
          "lat": 47.615063, 
          "long": -122.333551, 
          "sensorId": "1", 
          "timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00" 
        } 
      ] 
    }, 
    "unprocessedKeys": { 
      "temperatureReadings": [ 
        { 
          "sensorId": "1", 
          "timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00" 
        } 
      ], 
      "locationReadings": [] 
    } 
  }, 
  "error": { 
    "type": "DynamoDB:ProvisionedThroughputExceededException", 
    "message": "You exceeded your maximum allowed provisioned throughput for a table or for 
 one or more global secondary indexes. (...)" 
  }, 
  "outErrors": []
}

context に関する注意事項がいくつかあります。
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• $で$ctx.error by で context に呼び出しエラーが設定されAWS AppSync、エラーの種類が
DynamoDB: に設定されていますProvisionedThroughputExceededException。

• エラーが存在していても、結果はテーブルごとに $ctx.result.data にマッピングされます。
• 未処理のキーは $ctx.result.data.unprocessedKeys でアクセス可能です。こ

こでは、AWS AppSync はテーブルのスループットが不十分なため、キー (sensorId:1, 
timestamp:2018-02-01T17:21:05.000+08:00) で項目を取得できませんでした。

注意 : BatchPutItem の場合、これは $ctx.result.data.unprocessedItems で
す。BatchDeleteItem の場合、これは $ctx.result.data.unprocessedKeys です。

3 つの異なる方法でこのエラーを処理しましょう。

1. 呼び出しエラーを通知しない

呼び出しエラーを処理せずにデータを返して、エラーを実質的に通知しません。指定した GraphQL 
フィールドの結果は常に成功とします。

記述するレスポンスマッピングテンプレートは通常どおりであり、結果のデータのみを扱います。

レスポンスマッピングテンプレート

$util.toJson($ctx.result.data)

GraphQL レスポンス

{ 
  "data": { 
    "getReadings": [ 
      { 
        "sensorId": "1", 
        "timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00", 
        "lat": 47.615063, 
        "long": -122.333551 
      }, 
      { 
        "sensorId": "1", 
        "timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00", 
        "value": 85.5 
      } 
    ] 
  }
}

データのみが有効なため、エラーレスポンスにエラーは追加されません。

2. エラーを発生させ、テンプレートの実行を中断する

クライアントから見て、部分的な障害を完全な障害として扱う必要がある場合、テンプレートの実行を中
断することでデータの返送を抑制することができます。この動作には、$util.error(...) ユーティリ
ティメソッドを使用するのが最適です。

レスポンスマッピングテンプレート

## there was an error let's mark the entire field
## as failed and do not return any data back in the response
#if ($ctx.error) 
    $util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type, null, 
 $ctx.result.data.unprocessedKeys)
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#end

$util.toJson($ctx.result.data)

GraphQL レスポンス

{ 
  "data": { 
    "getReadings": null 
  }, 
  "errors": [ 
    { 
      "path": [ 
        "getReadings" 
      ], 
      "data": null, 
      "errorType": "DynamoDB:ProvisionedThroughputExceededException", 
      "errorInfo": { 
        "temperatureReadings": [ 
          { 
            "sensorId": "1", 
            "timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00" 
          } 
        ], 
        "locationReadings": [] 
      }, 
      "locations": [ 
        { 
          "line": 58, 
          "column": 3 
        } 
      ], 
      "message": "You exceeded your maximum allowed provisioned throughput for a table or 
 for one or more global secondary indexes. (...)" 
    } 
  ]
}

一部の結果が DynamoDB のバッチ処理から返されてもエラーが発生するように選択して、getReadings
GraphQL フィールドが null になり、かつ GraphQL レスポンスの errors ブロックにエラーが追加されるよ
うにします。

3. エラーを付加してデータとエラーの両方を返す
場合によっては、より優れたユーザーエクスペリエンスを提供するために、アプリケーションか
ら部分的な結果を返すとともに、クライアントに未処理の項目を通知することができます。クライ
アントでは、再試行を実装することも、エラーを変換してエンドユーザーに通知することもできま
す。$util.appendError(...) はこの動作を可能とするユーティリティメソッドであり、アプリケー
ションの設計者は、テンプレートの評価を妨げることなく、context にエラーを付加できます。テンプ
レートの評価後、AWS AppSync は、エラーを GraphQL レスポンスのエラーブロックに付加することで 
context のエラーを処理します。

レスポンスマッピングテンプレート

#if ($ctx.error) 
    ## pass the unprocessed keys back to the caller via the `errorInfo` field 
    $util.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.type, null, 
 $ctx.result.data.unprocessedKeys)
#end

$util.toJson($ctx.result.data)
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ここでは、GraphQL レスポンスのエラーブロック内の呼び出しエラーと unprocessedKeys 要素
の両方が転送されています。以下のレスポンスで分かるとおり、getReadings フィールドもまた
locationReadings テーブルから部分的なデータを返します。

GraphQL レスポンス

{ 
  "data": { 
    "getReadings": [ 
      null, 
      { 
        "sensorId": "1", 
        "timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00", 
        "value": 85.5 
      } 
    ] 
  }, 
  "errors": [ 
    { 
      "path": [ 
        "getReadings" 
      ], 
      "data": null, 
      "errorType": "DynamoDB:ProvisionedThroughputExceededException", 
      "errorInfo": { 
        "temperatureReadings": [ 
          { 
            "sensorId": "1", 
            "timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00" 
          } 
        ], 
        "locationReadings": [] 
      }, 
      "locations": [ 
        { 
          "line": 58, 
          "column": 3 
        } 
      ], 
      "message": "You exceeded your maximum allowed provisioned throughput for a table or 
 for one or more global secondary indexes. (...)" 
    } 
  ]
}

チュートリアル: DynamoDB トランザクションリゾ
ルバー

AWS AppSync は、単一リージョン内での複数のテーブルを対象とした Amazon DynamoDB トランザク
ションオペレーションの使用をサポートします。サポートされている処理は、TransactGetItems およ
び TransactWriteItems です。AWS AppSync でこれらの機能を使用すると、次のようなタスクを実行
できます。

• 単一クエリでキーのリストを渡し、テーブルからの結果を返す
• 単一クエリで 1 つ以上のテーブルからレコードを読み取る
• トランザクション内のレコードを 1 つまたは複数のテーブルにオールオアナッシング方式で書き込みま

す
• いくつかの条件が満たされたときにトランザクションを実行します
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許可
他のリゾルバーと同様に、AWS AppSync にデータソースを作成し、ロールを作成または既存のロールを
使用する必要があります。トランザクションオペレーションでは DynamoDB テーブルごとに異なるアク
セス許可が必要であるため、読み取りまたは書き込みアクションのために設定されたアクセス許可がロー
ルに必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/TABLENAME", 
                "arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/TABLENAME/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

注意: ロールは、のデータソースに関連付けられていますAWSAppSync、フィールドのリゾルバーはデー
タソースに対して呼び出されます。DynamoDB に対して取得するよう設定されたデータソースは、設定を
単純にするために 1 つのテーブルのみ指定されます。したがって、単一のリゾルバーで複数のテーブルに
対してトランザクションオペレーションを実行する場合、これはより高度なタスクであり、リゾルバーが
利用するすべてのテーブルへのアクセスをデータソースのロールに許可する必要があります。これは、上
記の IAM ポリシーの Resource フィールドで行われます。テーブルに対するトランザクション呼び出しの
設定は、リゾルバーのテンプレートで行います。これについては以下で説明します。

データソース
分かりやすくするために、このチュートリアルではすべてのリゾルバーに同じデータソースを使用しま
す。[Data sources (データソース)] タブで、新しい DynamoDB データソースを作成し、TransactTutorial
という名前を付けます。テーブル名はトランザクションオペレーションのリクエストマッピングテンプ
レートで指定するので、何でも構いません。ここでは、テーブル名に empty を使用しています。

savingAccounts および checkingAccounts というテーブルが 2 つできます。両方ともパーティションキー
として accountNumber 、transactionHistory テーブルtransactionIdと一緒に持ちます。

このチュートリアルでは、次のインラインポリシーを含むロールが使用できます。region および
accountId をお客様のリージョンとアカウント ID に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
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                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/savingAccounts", 
                "arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/savingAccounts/*", 
                "arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/checkingAccounts", 
                "arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/checkingAccounts/*", 
                "arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/transactionHistory", 
                "arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/transactionHistory/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

トランザクション
この例では、コンテキストは従来の銀行取引で、次の目的で TransactWriteItems を使用します。

• 普通預金から当座預金への振替
• 取引ごとの新しい取引レコードの生成

次に、TransactGetItems を使用して、普通預金と当座預金の詳細を取得します。

次のように GraphQL スキーマを定義します。

type SavingAccount { 
    accountNumber: String! 
    username: String 
    balance: Float
}

type CheckingAccount { 
    accountNumber: String! 
    username: String 
    balance: Float
}

type TransactionHistory { 
    transactionId: ID! 
    from: String 
    to: String 
    amount: Float
}

type TransactionResult { 
    savingAccounts: [SavingAccount] 
    checkingAccounts: [CheckingAccount] 
    transactionHistory: [TransactionHistory]
}

input SavingAccountInput { 
    accountNumber: String! 
    username: String 
    balance: Float
}

input CheckingAccountInput { 
    accountNumber: String! 
    username: String 
    balance: Float
}

193



AWS AppSync デベロッパーガイド
トランザクション

input TransactionInput { 
    savingAccountNumber: String! 
    checkingAccountNumber: String! 
    amount: Float!
}

type Query { 
    getAccounts(savingAccountNumbers: [String], checkingAccountNumbers: [String]): 
 TransactionResult
}

type Mutation { 
    populateAccounts(savingAccounts: [SavingAccountInput], checkingAccounts: 
 [CheckingAccountInput]): TransactionResult 
    transferMoney(transactions: [TransactionInput]): TransactionResult
}

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}

TransactWriteItems - 口座の入力
口座間で振替を行うには、テーブルに詳細を入力する必要があります。これを実行するには、GraphQL オ
ペレーション Mutation.populateAccounts を使用します。

[スキーマ] セクションで、Mutation.populateAccounts オペレーションの横にあるアタッチをクリッ
クします。次の画面で、同じ TransactTutorial データソースを選択します。

ここで、次のリクエストマッピングテンプレートを使用します。

リクエストマッピングテンプレート

#set($savingAccountTransactPutItems = [])
#set($index = 0)
#foreach($savingAccount in ${ctx.args.savingAccounts}) 
    #set($keyMap = {}) 
    $util.qr($keyMap.put("accountNumber", 
 $util.dynamodb.toString($savingAccount.accountNumber))) 
    #set($attributeValues = {}) 
    $util.qr($attributeValues.put("username", 
 $util.dynamodb.toString($savingAccount.username))) 
    $util.qr($attributeValues.put("balance", 
 $util.dynamodb.toNumber($savingAccount.balance))) 
    #set($index = $index + 1) 
    #set($savingAccountTransactPutItem = {"table": "savingAccounts", 
        "operation": "PutItem", 
        "key": $keyMap, 
        "attributeValues": $attributeValues}) 
    $util.qr($savingAccountTransactPutItems.add($savingAccountTransactPutItem))
#end

#set($checkingAccountTransactPutItems = [])
#set($index = 0)
#foreach($checkingAccount in ${ctx.args.checkingAccounts}) 
    #set($keyMap = {}) 
    $util.qr($keyMap.put("accountNumber", 
 $util.dynamodb.toString($checkingAccount.accountNumber))) 
    #set($attributeValues = {}) 
    $util.qr($attributeValues.put("username", 
 $util.dynamodb.toString($checkingAccount.username))) 
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    $util.qr($attributeValues.put("balance", 
 $util.dynamodb.toNumber($checkingAccount.balance))) 
    #set($index = $index + 1) 
    #set($checkingAccountTransactPutItem = {"table": "checkingAccounts", 
        "operation": "PutItem", 
        "key": $keyMap, 
        "attributeValues": $attributeValues}) 
    $util.qr($checkingAccountTransactPutItems.add($checkingAccountTransactPutItem))
#end

#set($transactItems = [])
$util.qr($transactItems.addAll($savingAccountTransactPutItems))
$util.qr($transactItems.addAll($checkingAccountTransactPutItems))

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "TransactWriteItems", 
    "transactItems" : $util.toJson($transactItems)
}

さらに、以下のレスポンスマッピングテンプレートがあるとします。

レスポンスマッピングテンプレート

#if ($ctx.error) 
    $util.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.type, null, 
 $ctx.result.cancellationReasons)
#end

#set($savingAccounts = [])
#foreach($index in [0..2]) 
    $util.qr($savingAccounts.add(${ctx.result.keys[$index]}))
#end

#set($checkingAccounts = [])
#foreach($index in [3..5]) 
    $util.qr($checkingAccounts.add(${ctx.result.keys[$index]}))
#end

#set($transactionResult = {})
$util.qr($transactionResult.put('savingAccounts', $savingAccounts))
$util.qr($transactionResult.put('checkingAccounts', $checkingAccounts))

$util.toJson($transactionResult)

リゾルバーを保存し、AWS AppSync コンソールのクエリセクションを使用してアカウントを設定しま
す。

次のミューテーションを実行します。

mutation populateAccounts { 
  populateAccounts ( 
    savingAccounts: [ 
      {accountNumber: "1", username: "Tom", balance: 100}, 
      {accountNumber: "2", username: "Amy", balance: 90}, 
      {accountNumber: "3", username: "Lily", balance: 80}, 
    ] 
    checkingAccounts: [ 
      {accountNumber: "1", username: "Tom", balance: 70}, 
      {accountNumber: "2", username: "Amy", balance: 60}, 
      {accountNumber: "3", username: "Lily", balance: 50}, 
    ]) { 
    savingAccounts { 

195



AWS AppSync デベロッパーガイド
トランザクション

      accountNumber 
    } 
    checkingAccounts { 
      accountNumber 
    } 
  }
}

1 つのミューテーションで 3 つの普通預金と 3 つの当座預金に入力しました。

DynamoDB コンソールを使用して、savingAccounts テーブルと checkingAccounts テーブルの両方にデー
タが表示されることを確認します。

TransactWriteItems - 振替
次のリクエストマッピングテンプレートを使用して transferMoney ミューテーションにリゾルバーをア
タッチします。amounts、savingAccountNumbers、および checkingAccountNumbers の値は同じ
であることに注意してください。

#set($amounts = [])
#foreach($transaction in ${ctx.args.transactions}) 
    #set($attributeValueMap = {}) 
    $util.qr($attributeValueMap.put(":amount", 
 $util.dynamodb.toNumber($transaction.amount))) 
    $util.qr($amounts.add($attributeValueMap))
#end

#set($savingAccountTransactUpdateItems = [])
#set($index = 0)
#foreach($transaction in ${ctx.args.transactions}) 
    #set($keyMap = {}) 
    $util.qr($keyMap.put("accountNumber", 
 $util.dynamodb.toString($transaction.savingAccountNumber))) 
    #set($update = {}) 
    $util.qr($update.put("expression", "SET balance = balance - :amount")) 
    $util.qr($update.put("expressionValues", $amounts[$index])) 
    #set($index = $index + 1) 
    #set($savingAccountTransactUpdateItem = {"table": "savingAccounts", 
        "operation": "UpdateItem", 
        "key": $keyMap, 
        "update": $update}) 
    $util.qr($savingAccountTransactUpdateItems.add($savingAccountTransactUpdateItem))
#end

#set($checkingAccountTransactUpdateItems = [])
#set($index = 0)
#foreach($transaction in ${ctx.args.transactions}) 
    #set($keyMap = {}) 
    $util.qr($keyMap.put("accountNumber", 
 $util.dynamodb.toString($transaction.checkingAccountNumber))) 
    #set($update = {}) 
    $util.qr($update.put("expression", "SET balance = balance + :amount")) 
    $util.qr($update.put("expressionValues", $amounts[$index])) 
    #set($index = $index + 1) 
    #set($checkingAccountTransactUpdateItem = {"table": "checkingAccounts", 
        "operation": "UpdateItem", 
        "key": $keyMap, 
        "update": $update}) 
    $util.qr($checkingAccountTransactUpdateItems.add($checkingAccountTransactUpdateItem))
#end

#set($transactionHistoryTransactPutItems = [])
#foreach($transaction in ${ctx.args.transactions}) 
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    #set($keyMap = {}) 
    $util.qr($keyMap.put("transactionId", $util.dynamodb.toString(${utils.autoId()}))) 
    #set($attributeValues = {}) 
    $util.qr($attributeValues.put("from", 
 $util.dynamodb.toString($transaction.savingAccountNumber))) 
    $util.qr($attributeValues.put("to", 
 $util.dynamodb.toString($transaction.checkingAccountNumber))) 
    $util.qr($attributeValues.put("amount", $util.dynamodb.toNumber($transaction.amount))) 
    #set($transactionHistoryTransactPutItem = {"table": "transactionHistory", 
        "operation": "PutItem", 
        "key": $keyMap, 
        "attributeValues": $attributeValues}) 
    $util.qr($transactionHistoryTransactPutItems.add($transactionHistoryTransactPutItem))
#end

#set($transactItems = [])
$util.qr($transactItems.addAll($savingAccountTransactUpdateItems))
$util.qr($transactItems.addAll($checkingAccountTransactUpdateItems))
$util.qr($transactItems.addAll($transactionHistoryTransactPutItems))

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "TransactWriteItems", 
    "transactItems" : $util.toJson($transactItems)
}

単一の TransactWriteItems オペレーションで 3 つの銀行取引を行います。以下のレスポンスマッピン
グテンプレートを使用します。

#if ($ctx.error) 
    $util.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.type, null, 
 $ctx.result.cancellationReasons)
#end

#set($savingAccounts = [])
#foreach($index in [0..2]) 
    $util.qr($savingAccounts.add(${ctx.result.keys[$index]}))
#end

#set($checkingAccounts = [])
#foreach($index in [3..5]) 
    $util.qr($checkingAccounts.add(${ctx.result.keys[$index]}))
#end

#set($transactionHistory = [])
#foreach($index in [6..8]) 
    $util.qr($transactionHistory.add(${ctx.result.keys[$index]}))
#end

#set($transactionResult = {})
$util.qr($transactionResult.put('savingAccounts', $savingAccounts))
$util.qr($transactionResult.put('checkingAccounts', $checkingAccounts))
$util.qr($transactionResult.put('transactionHistory', $transactionHistory))

$util.toJson($transactionResult)

次に AWS AppSync コンソールのクエリセクションに移動して、以下のように transferMoney ミューテー
ションを実行します。

mutation write { 
  transferMoney( 
    transactions: [ 
      {savingAccountNumber: "1", checkingAccountNumber: "1", amount: 7.5}, 

197



AWS AppSync デベロッパーガイド
トランザクション

      {savingAccountNumber: "2", checkingAccountNumber: "2", amount: 6.0}, 
      {savingAccountNumber: "3", checkingAccountNumber: "3", amount: 3.3} 
    ]) { 
    savingAccounts { 
      accountNumber 
    } 
    checkingAccounts { 
      accountNumber 
    } 
    transactionHistory { 
      transactionId 
    } 
  }
}

1 つのミューテーションで 2 つの銀行取引を送信しました。DynamoDB コンソールを使用し
て、savingAccounts、checkingAccounts、および transactionHistory の各テーブルにデータが表示される
ことを検証します。

TransactGetItems - 口座の取得
1 つの取引リクエストで普通預金口座と当座預金口座から詳細を取得するために、スキーマで
Query.getAccounts GraphQL オペレーションにリゾルバーをアタッチします。[Attach (アタッチ)] を選
択し、次の画面で、このチュートリアルの最初で作成したのと同じ TransactTutorial データソースを
選択します。テンプレートを次のように設定します。

リクエストマッピングテンプレート

#set($savingAccountsTransactGets = [])
#foreach($savingAccountNumber in ${ctx.args.savingAccountNumbers}) 
    #set($savingAccountKey = {}) 
    $util.qr($savingAccountKey.put("accountNumber", 
 $util.dynamodb.toString($savingAccountNumber))) 
    #set($savingAccountTransactGet = {"table": "savingAccounts", "key": $savingAccountKey}) 
    $util.qr($savingAccountsTransactGets.add($savingAccountTransactGet))
#end

#set($checkingAccountsTransactGets = [])
#foreach($checkingAccountNumber in ${ctx.args.checkingAccountNumbers}) 
    #set($checkingAccountKey = {}) 
    $util.qr($checkingAccountKey.put("accountNumber", 
 $util.dynamodb.toString($checkingAccountNumber))) 
    #set($checkingAccountTransactGet = {"table": "checkingAccounts", "key": 
 $checkingAccountKey}) 
    $util.qr($checkingAccountsTransactGets.add($checkingAccountTransactGet))
#end

#set($transactItems = [])
$util.qr($transactItems.addAll($savingAccountsTransactGets))
$util.qr($transactItems.addAll($checkingAccountsTransactGets))

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "TransactGetItems", 
    "transactItems" : $util.toJson($transactItems)
}

レスポンスマッピングテンプレート

#if ($ctx.error) 
    $util.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.type, null, 
 $ctx.result.cancellationReasons)
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#end

#set($savingAccounts = [])
#foreach($index in [0..2]) 
    $util.qr($savingAccounts.add(${ctx.result.items[$index]}))
#end

#set($checkingAccounts = [])
#foreach($index in [3..4]) 
    $util.qr($checkingAccounts.add($ctx.result.items[$index]))
#end

#set($transactionResult = {})
$util.qr($transactionResult.put('savingAccounts', $savingAccounts))
$util.qr($transactionResult.put('checkingAccounts', $checkingAccounts))

$util.toJson($transactionResult)

リゾルバーを保存し、AppSyncコンソールの[クエリ]AWSセクションに移動します。普通預金口座と当座
預金口座を取得するには、次のクエリを実行します。

query getAccounts { 
  getAccounts( 
    savingAccountNumbers: ["1", "2", "3"], 
    checkingAccountNumbers: ["1", "2"] 
  ) { 
    savingAccounts { 
      accountNumber 
      username 
      balance 
    } 
    checkingAccounts { 
      accountNumber 
      username 
      balance 
    } 
  }
}

以上で、AWS AppSync を使用した DynamoDB のトランザクションのデモンストレーションが完了しまし
た。

チュートリアル: HTTPリゾルバー
AWSAppSync では、サポートされているデータソース (、AWS Lambda、Amazon DynamoDB、Amazon 
OpenSearch Service、またはAmazon Aurora) を使用してさまざまなオペレーションを実行できるほか、
任意の HTTP エンドポイントを使用して GraphQL フィールドを解決できます。HTTP エンドポイントが
利用可能になったら、データソースを使用してこれに接続できます。その後、クエリ、ミューテーショ
ン、およびサブスクリプションなどの GraphQL オペレーションを実行するために、スキーマ内のリゾル
バーを設定できます。このチュートリアルでは、いくつかの一般的な例を説明します。

このチュートリアルでは、AWSAppSync GraphQL エンドポイントで REST API (Amazon API Gateway と 
Lambda により作成) を使用します。

ワンクリックでのセットアップ
AWS AppSync で HTTP エンドポイントを設定した GraphQL エンドポイントを自動的に設定するには 
(Amazon API Gateway および Lambda を使用)、以下の AWS CloudFormation テンプレートを使用しま
す。
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REST API を作成する
以下の AWS CloudFormation テンプレートを使用して、このチュートリアルで機能する REST エンドポイ
ントを設定できます。

AWS CloudFormation スタックは以下のステップを実行します。

1. マイクロサービス用のビジネスロジックを含む Lambda 関数を設定します。
2. 以下のエンドポイント/メソッド/コンテンツタイプを組み合わせて、API Gateway REST API をセット

アップします。

API リソースパス HTTP メソッド サポートされているコンテンツ
タイプ

/v1/users POST application/xml

/v1/users/1 GET application/json

/v1/users/1 PUT application/json

/v1/users/1 DELETE application/json

GraphQL API の作成
AWS AppSync で GraphQL API を作成するには、以下の手順に従います。

• AWS AppSync コンソールを開き、[Create API (API の作成)] を選択します。
• API 名として「UserData」と入力します。
• カスタムスキーマを選択します。
• [Create] (作成) を選択します。

AWS AppSync;コンソールによって、API キー認証モードを使用して新しい GraphQL API が作成されま
す。このコンソールを使用して、残りの GraphQL API を設定し、このチュートリアルの残りの部分でクエ
リを実行できます。

GraphQL スキーマを作成する
GraphQL API を作成できたので、次に GraphQL スキーマを作成します。AWS AppSync コンソールのス
キーマエディタで、スキーマが以下のスキーマと一致することを確認します。

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}
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type Mutation { 
    addUser(userInput: UserInput!): User 
    deleteUser(id: ID!): User
}

type Query { 
    getUser(id: ID): User
}

type User { 
    id: ID! 
    username: String! 
    firstname: String 
    lastname: String 
    phone: String 
    email: String
}

input UserInput { 
    id: ID! 
    username: String! 
    firstname: String 
    lastname: String 
    phone: String 
    email: String
}

HTTP データソースを設定する
HTTP データソースを設定するには、以下の操作を行います。

• [DataSources (データソース)] タブで [New (新規)] を選択し、データソース名としてわかりやすい名前 
(HTTP など) を入力します。

• [Data source type (データソースタイプ)] で「HTTP」を選択します。
• 作成された API Gateway エンドポイントに、エンドポイントを設定します。エンドポイントの一部にス

テージ名が含まれていないことを確認します。

注意: 現時点では、パブリックエンドポイントのみがでサポートされています。AWSAppSync。

注意: で認識されている認証機関については、AWSAppSync サービス、を参照してください。で認識され
る証明機関 (CA)AWS AppSyncHTTPS エンドポイントについて (p. 587)。

リゾルバーの設定
このステップでは、http データソースを getUser クエリに接続します。

リゾルバーをセットアップするには、以下の手順に従います。

• [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
• クエリタイプの右下のデータ型ペインで、getUserフィールドを見つけて、アタッチを選択します。
• [Data source name (データソース名)] で、[HTTP] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
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    "method": "GET", 
    "params": { 
        "headers": { 
            "Content-Type": "application/json" 
        } 
    }, 
    "resourcePath": $util.toJson("/v1/users/${ctx.args.id}")
}

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

## return the body
#if($ctx.result.statusCode == 200) 
    ##if response is 200 
    $ctx.result.body
#else 
    ##if response is not 200, append the response to error block. 
    $utils.appendError($ctx.result.body, "$ctx.result.statusCode")
#end

• [Query (クエリ)] タブを選択して、以下のクエリを実行します。

query{ 
    getUser(id:1){ 
        firstname 
        username 
    }
}

これは以下のレスポンスを返します。

{ 
    "data": { 
        "getUser": { 
            "id": "1", 
            "username": "nadia" 
        } 
    }
}

• [Schema (スキーマ)] タブを選択します。
• ミューテーションの右下のデータ型ペインで、AddUserフィールドを見つけて、アタッチを選択しま

す。
• [Data source name (データソース名)] で、[HTTP] を選択します。
• 以下のコードを [Configure the request mapping template (リクエストマッピングテンプレートの設定)] 

に貼り付けます。

#set($xml = "<User>")
#foreach ($mapEntry in $ctx.args.userInput.entrySet()) 
    #set($xml = "$xml<$mapEntry.key>$mapEntry.value</$mapEntry.key>")
#end
#set($xml = "$xml</User>")
{
"version": "2018-05-29",
"method": "POST",
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"params": { 
    "headers":{ 
        "Content-Type":"application/xml" 
    }, 
        "body":"$xml"
},
"resourcePath": "/v1/users"
}

• 以下のコードを [Configure the response mapping template (レスポンスマッピングテンプレートの設定)] 
に貼り付けます。

## return the body
#if($ctx.result.statusCode == 200) 
    ##if response is 200 
    ## Because the response is of type XML, we are going to convert 
    ## the result body as a map and only get the User object. 
    $utils.toJson($utils.xml.toMap($ctx.result.body).User)
#else 
    ##if response is not 200, append the response to error block. 
    $utils.appendError($ctx.result.body, "$ctx.result.statusCode")
#end

• [Query (クエリ)] タブを選択して、以下のクエリを実行します。

mutation{ 
    addUser(userInput:{ 
        id:"2", 
        username:"shaggy" 
    }){ 
        id 
        username 
    }
}

これは以下のレスポンスを返します。

{ 
    "data": { 
        "getUser": { 
        "id": "2", 
        "username": "shaggy" 
        } 
    }
}

AWS のサービスの呼び出し
HTTP リゾルバーを使用して、AWS のサービスの GraphQL API インターフェイスを設定できます。AWS 
への HTTP リクエストは、AWS誰が送信したかを特定できるように 署名バージョン 4 の署名プロセス で
署名する必要があります。AWSIAM ロールを HTTP データソースに関連付けるときに、AppSync が署名
を計算します。

HTTP リゾルバーで AWS のサービスを呼び出すには、2 つの追加のコンポーネントを指定します。

• AWS のサービス API を呼び出すアクセス許可を持つ IAM ロール
• データソースの署名設定
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たとえば、HTTP リゾルバーを使用して ListGraphqLapis オペレーション を呼び出す場合は、まずIAM 
ロールを作成すると (p. 32)AWS AppSync は、それに以下のポリシーをアタッチします。

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

次に、AWS AppSync の HTTP データソースを作成します。この例では、米国西部 (オレゴン) リージョン
で AWS AppSync を呼び出します。http.json という名前のファイルで、署名リージョンとサービス名
を含む以下の HTTP 設定を定義します。

{ 
    "endpoint": "https://appsync.us-west-2.amazonaws.com/", 
    "authorizationConfig": { 
        "authorizationType": "AWS_IAM", 
        "awsIamConfig": { 
            "signingRegion": "us-west-2", 
            "signingServiceName": "appsync" 
        } 
    }
}

その後、以下のように AWS CLI を使用して、ロールが関連付けられたデータソースを作成します。

aws appsync create-data-source --api-id <API-ID> \ 
                               --name AWSAppSync \ 
                               --type HTTP \ 
                               --http-config file:///http.json \ 
                               --service-role-arn <ROLE-ARN>

リゾルバーをスキーマのフィールドにアタッチする場合、以下のリクエストマッピングテンプレートを使
用して AWS AppSync を呼び出します。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "method": "GET", 
    "resourcePath": "/v1/apis"
}

このデータソースに対して GraphQL クエリを実行すると、AWS AppSync によって、指定したロールを使
用してリクエストが署名され、リクエストに署名が追加されます。クエリは、その AWS リージョンのア
カウントの AWS AppSync GraphQL API のリストを返します。

チュートリアル: Aurora Serverless
AWS AppSync は、データ API で有効化されている Amazon Aurora Serverless クラスターに対して SQL 
コマンドを実行するためのデータソースを提供します。AppSync リゾルバーで GraphQL クエリ、ミュー
テーション、サブスクリプションを使用して、Data API に対して SQL ステートメントを実行できます。
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クラスターを作成する
RDS データソースを AppSync に追加する前に、まず Aurora Serverless クラスターでデータ API を有効
にし、AWS Secrets Manager を使用してシークレットを設定する必要があります。最初に AWS CLI を使
用して Aurora Serverless クラスターを作成できます。

aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier http-endpoint-test  --master-username 
 USERNAME \
--master-user-password COMPLEX_PASSWORD --engine aurora --engine-mode serverless \
--region us-east-1

これにより、クラスターの ARN が返されます。

シークレットを AWS Secrets Manager コンソールから作成します。あるいは、以下のような入力ファイ
ルで前の手順の USERNAME および COMPLEX_PASSWORD を使用して、CLI から作成します。

{ 
    "username": "USERNAME", 
    "password": "COMPLEX_PASSWORD"
}

このシークレットを AWS CLI にパラメータとして渡します。

aws secretsmanager create-secret --name HttpRDSSecret --secret-string file://creds.json --
region us-east-1

これにより、シークレットの ARN が返されます。

Aurora Serverless クラスターとシークレットの ARN をメモしておいてください。これらの ARN は後で
データソースを作成するときに AppSync コンソールで使用します。

Data API を有効にする
RDS のドキュメントの指示に従うことで、クラスターで Data API を有効にできます。Data API は 
AppSync データソースとして追加する前に有効にする必要があります。

データベースとテーブルを作成する
Data API を有効にしたら、AWS CLI の aws rds-data execute-statement コマンドで使用できるよ
うになります。これにより、Aurora Serverless クラスターが正しく設定されていることを AppSync API 
への追加前に確認できます。まず、--sql のようなパラメータで TESTDB というデータベースを作成し
ます。

aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789000:cluster:http-endpoint-test" \
--schema "mysql"  --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789000:secret:testHttp2-AmNvc1"  \
--region us-east-1 --sql "create DATABASE TESTDB"

これがエラーなしで実行されたら、create table コマンドを使用してテーブルを追加します。

aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789000:cluster:http-endpoint-test" \ 
 --schema "mysql"  --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789000:secret:testHttp2-AmNvc1" \ 
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 --region us-east-1 \ 
 --sql "create table Pets(id varchar(200), type varchar(200), price float)" --database 
 "TESTDB"

すべてが問題なく実行されたら、AppSync API のデータソースとしてクラスターを追加する手順に進むこ
とができます。

GraphQl スキーマ
Aurora Serverless Data API がテーブルで起動されて実行中になったところで、次は GraphQL スキーマを
作成し、ミューテーションとサブスクリプションを実行するためのリゾルバーをアタッチします。AWS 
AppSync コンソールで新しい API を作成し、[スキーマ] ページに移動して、以下のように入力します。

type Mutation { 
    createPet(input: CreatePetInput!): Pet 
    updatePet(input: UpdatePetInput!): Pet 
    deletePet(input: DeletePetInput!): Pet
}

input CreatePetInput { 
    type: PetType 
    price: Float!
}

input UpdatePetInput {
id: ID! 
    type: PetType 
    price: Float!
}

input DeletePetInput { 
    id: ID!
}

type Pet { 
    id: ID! 
    type: PetType 
    price: Float
}

enum PetType { 
    dog 
    cat 
    fish 
    bird 
    gecko
}

type Query { 
    getPet(id: ID!): Pet 
    listPets: [Pet] 
    listPetsByPriceRange(min: Float, max: Float): [Pet]
}

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}

スキーマを保存し、[データソース] ページに移動して、新しいデータソースを作成します。データソース
タイプとして [Relational database (リレーショナルデータベース)] を選択し、データソース名としてわか
りやすい名前を入力します。前回の手順で作成したデータベースの名前と、そのデータベースを作成した
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クラスターのクラスター ARN を使用します。[Role (ロール)] では、AppSync により新しいロールを作成
するか、以下のようなポリシーによりロールを作成できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rds-data:DeleteItems", 
                "rds-data:ExecuteSql", 
                "rds-data:ExecuteStatement", 
                "rds-data:GetItems", 
                "rds-data:InsertItems", 
                "rds-data:UpdateItems" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mydbcluster", 
                "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mydbcluster:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetSecretValue" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret", 
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret:*" 
            ] 
        } 
    ]
}

このポリシーには、ロールにアクセス許可を付与する 2 つのステートメントがあります。リソースとし
て、最初のものは Aurora Serverless クラスターであり、2 番目のものは AWS Secrets Manager ARN で
す。作成をクリックする前に AppSync データソース構成内の両方の ARN を指定する必要があります。

リゾルバーの設定
有効な GraphQL スキーマと RDS データソースを用意できたところで、スキーマでリゾルバーを 
GraphQL フィールドにアタッチできます。この API は以下の機能を提供します。

1. Mutation.createPet フィールドでペットを作成する
2. Mutation.updatePet フィールドでペットを更新する
3. Mutation.deletePet フィールドでペットを削除する
4. Query.getPet フィールドで 1 つのペットを取得する
5. Query.listPets フィールドですべてのペットを一覧表示する
6. Query.listPetsByPriceRange フィールドでペットを価格帯別に一覧表示する

Mutation.createPet
右側のAWS AppSync コンソールのスキーマエディタで、createPet(input: CreatePetInput!): 
Pet の右側にある [Attach Resolver (リゾルバーをアタッチ)] を選択します。RDS データソースを選択しま
す。[request mapping template (リクエストマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレート
を追加します。

#set($id=$utils.autoId())
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{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "statements": [ 
        "insert into Pets VALUES ('$id', '$ctx.args.input.type', $ctx.args.input.price)", 
        "select * from Pets WHERE id = '$id'" 
    ]
}

SQL ステートメントは、statements 配列内での順序に基づいて実行されます。結果はその同じ順序で返さ
れます。これはミューテーションなので、挿入の後に選択ステートメントを実行して、GraphQL レスポン
スマッピングテンプレートに入力するための、コミットされた値を取得します。

[response mapping template (レスポンスマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを
追加します。

$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[1][0])

ステートメントには 2 つの SQL クエリがあるため、データベースから返される行列の 2 番目の結果を
$utils.rds.toJsonString($ctx.result))[1][0]) で指定する必要があります。

Mutation.updatePet
右側のAWS AppSync コンソールのスキーマエディタで、updatePet(input: UpdatePetInput!): 
Pet の右側にある [Attach Resolver (リゾルバーをアタッチ)] を選択します。RDS データソースを選択しま
す。[request mapping template (リクエストマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレート
を追加します。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "statements": [ 
        $util.toJson("update Pets set type='$ctx.args.input.type', price=
$ctx.args.input.price WHERE id='$ctx.args.input.id'"), 
        $util.toJson("select * from Pets WHERE id = '$ctx.args.input.id'") 
    ]
}

[response mapping template (レスポンスマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを
追加します。

$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[1][0])

Mutation.deletePet
右側のAWS AppSync コンソールのスキーマエディタで、deletePet(input: DeletePetInput!): 
Pet の右側にある [Attach Resolver (リゾルバーをアタッチ)] を選択します。RDS データソースを選択しま
す。[request mapping template (リクエストマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレート
を追加します。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "statements": [ 
        $util.toJson("select * from Pets WHERE id='$ctx.args.input.id'"), 
        $util.toJson("delete from Pets WHERE id='$ctx.args.input.id'") 
    ]
}

[response mapping template (レスポンスマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを
追加します。
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$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[0][0])

Query.getPet
スキーマに対してミューテーションが作成されたところで、次は 3 つのクエリを接続して、個々の項目、
リストを取得し、SQL フィルタを適用する方法を紹介します。右側のAWS AppSync コンソールのスキー
マエディタで、getPet(id: ID!): Pet の右側にある [Attach Resolver (リゾルバーをアタッチ)] を選択
します。RDS データソースを選択します。[request mapping template (リクエストマッピングテンプレー
ト)] セクションで、以下のテンプレートを追加します。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
        "statements": [ 
            $util.toJson("select * from Pets WHERE id='$ctx.args.id'") 
    ]
}

[response mapping template (レスポンスマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを
追加します。

$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[0][0])

Query.listPets
右側のAWS AppSync コンソールのスキーマエディタで、getPet(id: ID!): Pet の右側にある [Attach 
Resolver (リゾルバーをアタッチ)] を選択します。RDS データソースを選択します。[request mapping 
template (リクエストマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを追加します。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "statements": [ 
        "select * from Pets" 
    ]
}

[response mapping template (レスポンスマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを
追加します。

$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[0])

Query.listPetsByPriceRange
右側のAWS AppSync コンソールのスキーマエディタで、getPet(id: ID!): Pet の右側にある [Attach 
Resolver (リゾルバーをアタッチ)] を選択します。RDS データソースを選択します。[request mapping 
template (リクエストマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを追加します。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "statements": [ 
            "select * from Pets where price > :MIN and price < :MAX" 
    ], 

    "variableMap": { 
        ":MAX": $util.toJson($ctx.args.max), 
        ":MIN": $util.toJson($ctx.args.min) 
    }
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}

[response mapping template (レスポンスマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを
追加します。

$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[0])

ミューテーションを実行する
すべてのリゾルバーを SQL ステートメントで設定し、GraphQL API を Serverless Aurora Data API に接
続したところで、ミューテーションとクエリの実行を開始できます。AWS AppSync コンソールで、[クエ
リ] タブを選択し、以下のように入力してペットを作成します。

mutation add { 
    createPet(input : { type:fish, price:10.0 }){ 
        id 
        type 
        price 
    }
}

レスポンスには、id、type、price が含まれています。

{ 
  "data": { 
    "createPet": { 
      "id": "c6fedbbe-57ad-4da3-860a-ffe8d039882a", 
      "type": "fish", 
      "price": "10.0" 
    } 
  }
}

この項目は updatePet ミューテーションを実行することで変更できます。

mutation update { 
    updatePet(input : { 
        id:"c6fedbbe-57ad-4da3-860a-ffe8d039882a", 
        type:bird, 
        price:50.0 
    }){ 
        id 
        type 
        price 
    }
}

事前のcreatePetオペレーションから返されたidを使用したことに注意してください。リゾルバーが
$util.autoId() を利用したため、これがレコードに固有の値になります。同様の方法でレコードを削
除できます。

mutation { 
    deletePet(input : {id:ID_PLACEHOLDER}){ 
        id 
        type 
        price 
    }
}
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最初のミューテーションで price に異なる値を使用してレコードをいくつか作成したら、クエリをいくつ
か実行します。

クエリを実行する
引き続きコンソールの [クエリ] タブで、以下のステートメントを使用して、作成したすべてのレコードを
一覧表示します。

query allpets { 
    listPets { 
        id 
        type 
        price 
    }
}

それでもいいですが、SQLを活用しましょう、WHEREは持っていた述語ので次の GraphQL クエリを
使用してQuery.listPetsByPriceRangeのためのマッピングテンプレートに where price > :MIN and 
price < :MAX があったことを予測します。

query { 
    listPetsByPriceRange(min:1, max:11) { 
        id 
        type 
        price 
    }
}

price が 1 ドル以上、10 ドル未満のレコードのみが表示されます。最後に、以下のようにクエリを実行し
て個々のレコードを取得できます。

query { 
    getPet(id:ID_PLACEHOLDER){ 
        id 
        type 
        price 
    }
}

入力サニタイズ
開発者には GraphQL オペレーションの引数をサニタイズすることを強くお勧めします。そのための 1 つ
の方法は、Data API に対して SQL ステートメントを実行する前に、リクエストマッピングテンプレート
に入力固有の検証手順を提供することです。listPetsByPriceRange 例のリクエストマッピングテンプ
レートを変更する方法を見てみましょう。ユーザー入力だけに頼るのではなく、以下のことが可能です。

#set($validMaxPrice = $util.matches("\d{1,3}[,\\.]?(\\d{1,2})?",$ctx.args.maxPrice))

#set($validMinPrice = $util.matches("\d{1,3}[,\\.]?(\\d{1,2})?",$ctx.args.minPrice))

#if (!$validMaxPrice || !$validMinPrice) 
    $util.error("Provided price input is not valid.")
#end
{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "statements": [ 
            "select * from Pets where price > :MIN and price < :MAX" 
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    ], 

    "variableMap": { 
        ":MAX": $util.toJson($ctx.args.maxPrice), 
        ":MIN": $util.toJson($ctx.args.minPrice) 
    }
}

Data API に対してリゾルバーを実行するときに不正な入力から保護するもう 1 つの方法は、プリペアー
ドステートメントをストアドプロシージャおよびパラメータ化された入力と共に使用することです。たと
えば、listPets のリゾルバーで、select をプリペアードステートメントとして実行する以下のプロシー
ジャを定義します。

CREATE PROCEDURE listPets (IN type_param VARCHAR(200)) 
  BEGIN 
     PREPARE stmt FROM 'SELECT * FROM Pets where type=?'; 
     SET @type = type_param; 
     EXECUTE stmt USING @type; 
     DEALLOCATE PREPARE stmt; 
  END

これは、以下の execute sql コマンドを使用して、Aurora Serverless インスタンスに作成できます。

aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:us-
east-1:xxxxxxxxxxxx:cluster:http-endpoint-test" \
--schema "mysql"  --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:xxxxxxxxxxxx:secret:httpendpoint-xxxxxx"  \
--region us-east-1  --database "DB_NAME" \
--sql "CREATE PROCEDURE listPets (IN type_param VARCHAR(200)) BEGIN PREPARE stmt FROM 
 'SELECT * FROM Pets where type=?'; SET @type = type_param; EXECUTE stmt USING @type; 
 DEALLOCATE PREPARE stmt; END"

その結果、listPets のリゾルバーコードは、ストアドプロシージャを呼び出すシンプルなものになりまし
た。少なくとも、文字列入力では一重引用符をエスケープ (p. 212)する必要があります。

#set ($validType = $util.isString($ctx.args.type) && !$util.isNullOrBlank($ctx.args.type))
#if (!$validType) 
    $util.error("Input for 'type' is not valid.", "ValidationError")
#end

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "statements": [ 
        "CALL listPets(:type)" 
    ] 
    "variableMap": { 
        ":type": $util.toJson($ctx.args.type.replace("'", "''")) 
    }
}

文字列のエスケープ
一重引用符は、'some string value' のように、SQL ステートメントの文字列リテラルの開始と終
了を表します。1 つ以上の一重引用符 (') を含む文字列値を文字列内で使用するには、それぞれを 2 つの
一重引用符 ('') に置き換える必要があります。たとえば、入力文字列が Nadia's dog の場合、SQL ス
テートメントでは次のようにエスケープします。

update Pets set type='Nadia''s dog' WHERE id='1'
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チュートリアル: パイプラインリゾルバー
AWS AppSync は、GraphQL フィールドをユニットリゾルバー経由で 1 つのデータソースにつなぐシ
ンプルな方法を提供します。ただし、1 つのオペレーションを実行するだけでは不十分な場合がありま
す。パイプラインリゾルバーは、データソースに対してオペレーションを順番に実行する機能を提供しま
す。API で関数を作成し、パイプラインリゾルバーにアタッチします。各関数の実行結果は、実行する関
数がなくなるまで、次の結果にパイプされます。パイプラインリゾルバーを使用すると、AWS AppSync 
で直接、より複雑なワークフローを構築できます。このチュートリアルでは、友人によって投稿された写
真を投稿したり表示したりできる、シンプルな写真表示アプリケーションを作成します。

ワンクリックでのセットアップ
設定したすべてのリゾルバーと必要な AWS リソースを使用して AWS AppSync に GraphQL エンドポイン
トが自動的に設定されるようにする場合は、以下の AWS CloudFormation テンプレートを使用できます。

このスタックはお客様のアカウントに以下のリソースを作成します。

• AWS AppSync がお客様のアカウントのリソースにアクセスするための IAM ロール
• 2 DynamoDB テーブル
• 1 つの Amazon Cognito ユーザープール
• 2 つの Amazon Cognito ユーザープールグループ
• 3 つの Amazon Cognito ユーザープールユーザー
• 1 AWS AppSync API

AWS CloudFormation スタック作成プロセスの最後に、作成された 3 つの Amazon Cognito ユーザーごと
に 1 件の E メールを受信します。各 E メールには、Amazon Cognito ユーザーとして AWS AppSync コン
ソールにログインするために使用する一時パスワードが含まれています。これらのパスワードを保存し、
チュートリアルの残りで使用します。

手動セットアップ
AWS AppSync コンソールからステップバイステップのプロセスを手動で実行する場合は、以下の設定プ
ロセスに従います。

AWS AppSync リソース以外のリソースの設定
API は、2 つの DynamoDB テーブル (写真を保存する pictures テーブルおよびユーザー間の関係を保存す
る friends テーブル) とやり取りします。API は、認証タイプとして Amazon Cognito ユーザープールを使
用するように設定されています。以下の AWS CloudFormation スタックはアカウント内にこれらのリソー
スを設定します。

AWS CloudFormation スタック作成プロセスの最後に、作成された 3 つの Amazon Cognito ユーザーごと
に 1 件の E メールを受信します。各 E メールには、Amazon Cognito ユーザーとして AWS AppSync コン
ソールにログインするために使用する一時パスワードが含まれています。これらのパスワードを保存し、
チュートリアルの残りで使用します。
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GraphQL API の作成
AWS AppSync で GraphQL API を作成するには、以下の手順に従います。

1. AWS AppSync コンソールを開き、[Build From Scratch (最初から構築)]、[Start (開始)] の順に選択しま
す。

2. API の名前を AppSyncTutorial-PicturesViewer に設定します。
3. [Create] (作成) を選択します。

AWS AppSync コンソールによって、API キー認証モードを使用して新しい GraphQL API が作成されま
す。このコンソールを使用して、残りの GraphQL API をセットアップでき、このチュートリアルの残りの
部分でクエリを実行できます。

GraphQL API の設定
先ほど作成した Amazon Cognito ユーザープールを使用して AWS AppSync API を設定する必要がありま
す。

1. [Settings (設定)] タブを選択します。
2. [Authorization Type (承認タイプ)] セクションで、Amazon Cognito ユーザープールを選択します。
3. [ユーザープールの設定] で、AWSリージョンにUS-WEST-2を選択します。
4. AppSyncTutorial-UserPool ユーザープールを選択します。
5. デフォルトアクションとして拒否を選択します。
6. [AppId client regex (AppId クライアント正規表現)] フィールドは空白のままにします。
7. [Save] (保存) を選択します。

これで、承認タイプとして Amazon Cognito ユーザープールを使用するように API が設定されました。

DynamoDB テーブル用のデータソースの設定
DynamoDB テーブルを作成した後、コンソールで AWS AppSync GraphQL API に移動し、[データソース] 
タブを選択します。次は、先ほど作成した DynamoDB テーブルごとに、AWS AppSync でデータソースを
作成します。

1. [Data source (データソース)] タブを選択します。
2. [New (新規)] を選択して、新しいデータソースを作成します。
3. データソース名に、PicturesDynamoDBTable を入力します。
4. データソースのタイプとして [Amazon DynamoDB Table (Amazon DynamoDB テーブル)] を選択しま

す。
5. リージョンとして [US-WEST-2 (米国西部 (オレゴン))] を選択します。
6. テーブルのリストから AppSyncTutorial-Pictures DynamoDB テーブルを選択します。
7. 「Create or use an existing role (作成または既存のロールの使用)」セクションで [Existing role (既存の

ロール)] を選択します。
8. CloudFormation テンプレートから先ほど作成したロールを選択します。ResourceNamePrefix を変更し

なかった場合、ロールの名前は AppSyncTutorial-DynamoDBRole になっています。
9. [Create] (作成) を選択します。

friendsテーブルについても同じプロセスを繰り返します。CloudFormation スタックの作成時
のResourceNamePrefixパラメータを変更しなかった場合、DynamoDB テーブルの名前はAppSyncTutorial-
Friendsになります。
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GraphQL スキーマの作成
データソースが DynamoDB テーブルに接続されたところで、GraphQL スキーマを作成しましょう。AWS 
AppSync コンソールのスキーマエディタで、スキーマが以下のスキーマと一致することを確認します。

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}

type Mutation { 
    createPicture(input: CreatePictureInput!): Picture! 
    @aws_auth(cognito_groups: ["Admins"]) 
    createFriendship(id: ID!, target: ID!): Boolean 
    @aws_auth(cognito_groups: ["Admins"])
}

type Query { 
    getPicturesByOwner(id: ID!): [Picture] 
    @aws_auth(cognito_groups: ["Admins", "Viewers"])
}

type Picture { 
    id: ID! 
    owner: ID! 
    src: String
}

input CreatePictureInput { 
    owner: ID! 
    src: String!
}

スキーマを保存するには、[Save Schema (スキーマの保存)] を選択します。

いくつかのスキーマフィールドには @aws_auth ディレクティブで注釈が付けられています。API のデ
フォルトのアクション設定は [拒否] に設定されているため、API は @aws_auth ディレクティブ内で指
定されているグループのメンバーではないすべてのユーザーを拒否します。API の保護方法の詳細に
ついては、「セキュリティ (p. 297)」ページを参照してください。この場合、管理者ユーザーのみが
Mutation.createPicture および Mutation.createFriendship フィールドにアクセスできますが、Admins また
は Viewers グループのメンバーであるユーザーは Query.getPicturesByOwner フィールドにアクセスでき
ます。他のすべてのユーザーはアクセスできません。

リゾルバーの設定
有効な GraphQL スキーマと 2 つのデータソースを用意できたところで、スキーマでリゾルバーを 
GraphQL フィールドにアタッチできます。API は以下の機能を提供します。

• Mutation.createPicture フィールドで写真を作成する
• Mutation.createFriendship フィールドで友人関係を作成する
• Query.getPicture フィールドで写真を取得する

Mutation.createPicture

AWS AppSync コンソールのスキーマエディタで、createPicture(input: 
CreatePictureInput!): Picture! のために、右側にある [Attach Resolver (リゾルバーをアタッ
チ)] を選択します。DynamoDB PicturesDynamoDBTableデータソースを選択します。[request mapping 
template (リクエストマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを追加します。
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#set($id = $util.autoId())

{ 
    "version" : "2018-05-29", 

    "operation" : "PutItem", 

    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($id), 
        "owner": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.input.owner) 
    }, 

    "attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args.input)
}

[response mapping template (レスポンスマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを
追加します。

#if($ctx.error) 
    $util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type)
#end
$util.toJson($ctx.result)

写真の作成機能が実行されます。ランダムに生成された UUID を写真の ID として使用し、Cognito のユー
ザー名を写真の所有者として使用して、Pictures テーブルに写真を保存します。

Mutation.createFriendship
AWS AppSync コンソールのスキーマエディタで、createFriendship(id: ID!, target: ID!): 
Boolean のために、右側にある [Attach Resolver (リゾルバーをアタッチ)] を選択します。DynamoDB
FriendsDynamoDBTableデータソースを選択します。[request mapping template (リクエストマッピングテ
ンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを追加します。

#set($userToFriendFriendship = { "userId" : "$ctx.args.id", "friendId": 
 "$ctx.args.target" })
#set($friendToUserFriendship = { "userId" : "$ctx.args.target", "friendId": 
 "$ctx.args.id" })
#set($friendsItems = [$util.dynamodb.toMapValues($userToFriendFriendship), 
 $util.dynamodb.toMapValues($friendToUserFriendship)])

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "BatchPutItem", 
    "tables" : { 
        ## Replace 'AppSyncTutorial-' default below with the ResourceNamePrefix you 
 provided in the CloudFormation template 
        "AppSyncTutorial-Friends": $util.toJson($friendsItems) 
    }
}

重要: 左BatchPutItemリクエストテンプレート。DynamoDB テーブルの正確な名前が指定されている必要
があります。デフォルトのテーブル名は AppSyncTutorial-Friends です。間違ったテーブル名を使用してい
る場合、指定したロールを AppSync が引き受けようとするとエラーが発生します。

このチュートリアルでは、シンプルにすることを目的に、友人関係のリクエストが承認されたかのように
処理を進め、関係のエントリを AppSyncTutorialFriends テーブルに直接保存します。

実際、友人関係は双方向であるため、関係ごとに 2 つの項目を保存します。多対多の関係を表すための 
Amazon DynamoDB のベストプラクティスの詳細については、「DynamoDB のベストプラクティス」を
参照してください。
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[response mapping template (レスポンスマッピングテンプレート)] セクションで、以下のテンプレートを
追加します。

#if($ctx.error) 
    $util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type)
#end
true

注意: リクエストテンプレートに正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。デフォルト
名は AppSyncTutorial-Friends ですが、CloudFormation の ResourceNamePrefix パラメータを変更した場
合、そのテーブル名が異なることがあります。

Query.getPicturesByOwner

友人関係と写真を用意できたところで、ユーザーが自分の友人の写真を表示できるようにする必要があり
ます。この要件を満たすには、まずリクエスト者が所有者と友人であることを確認し、最後に写真のクエ
リを実行する必要があります。

この機能には 2 つのデータソースオペレーションが必要であるため、2 つの関数を作成しま
す。最初の関数 isFriend は、リクエスト者と所有者が友人であるかどうかを確認します。2 
番目の関数 getPicturesByOwner は、所有者 ID を指定してリクエストされた写真を取得しま
す。Query.getPicturesByOwner フィールドで提案されたリゾルバーに対する以下の実行フローを見てみま
しょう。

1. Before マッピングテンプレート: コンテキストとフィールドの入力引数を準備します。
2. isFriend 関数: リクエスト者が写真の所有者かどうかを確認します。そうでない場合は、friends テーブ

ルに対して DynamoDB GetItem オペレーションを実行して、リスクエスト者と所有者が友人であるか
どうかを確認します。

3. getPicturesByOwner 関数: の DynamoDB クエリ操作を使用して、ピクチャテーブルから画像を取得し
ます。owner-indexグローバルセカンダリインデックス。

4. After マッピングテンプレート: DynamoDB 属性が、想定される GraphQL タイプのフィールドに正しく
マッピングされるように、写真の結果をマッピングします。

まず、関数を作成しましょう。

isFriend 関数

1. [関数] タブをクリックします。
2. [関数の作成] を選択して、関数を作成します。
3. データソース名に、FriendsDynamoDBTable を入力します。
4. 関数名として、「isFriend」と入力します。
5. リクエストマッピングテンプレートのテキスト領域内に、以下のテンプレートを貼り付けます。

#set($ownerId = $ctx.prev.result.owner)
#set($callerId = $ctx.prev.result.callerId)

## if the owner is the caller, no need to make the check
#if($ownerId == $callerId) 
    #return($ctx.prev.result)
#end

{ 
    "version" : "2018-05-29", 

    "operation" : "GetItem", 
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    "key" : { 
        "userId" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($callerId), 
        "friendId" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ownerId) 
    }
}

6. レスポンスマッピングテンプレートのテキスト領域内に、以下のテンプレートを貼り付けます。

#if($ctx.error) 
    $util.error("Unable to retrieve friend mapping message: ${ctx.error.message}", 
 $ctx.error.type)
#end

## if the users aren't friends
#if(!$ctx.result) 
    $util.unauthorized()
#end

$util.toJson($ctx.prev.result)

7. [関数の作成] を選択します。

結果: 作成しましたisFriendfunction.

getPicturesByOwner 関数

1. [関数] タブをクリックします。
2. [関数の作成] を選択して、関数を作成します。
3. データソース名に、PicturesDynamoDBTable を入力します。
4. 関数名として、「getPicturesByOwner」と入力します。
5. リクエストマッピングテンプレートのテキスト領域内に、以下のテンプレートを貼り付けます。

{ 
    "version" : "2018-05-29", 

    "operation" : "Query", 

    "query" : { 
        "expression": "#owner = :owner", 
        "expressionNames": { 
            "#owner" : "owner" 
        }, 
        "expressionValues" : { 
            ":owner" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.prev.result.owner) 
        } 
    }, 

    "index": "owner-index"
}

6. レスポンスマッピングテンプレートのテキスト領域内に、以下のテンプレートを貼り付けます。

#if($ctx.error) 
    $util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type)
#end

$util.toJson($ctx.result)

7. [関数の作成] を選択します。
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結果: 作成しましたgetPicturesByOwnerfunction. 関数が作成されたところで、パイプラインリゾルバーを
Query.getPicturesByOwner フィールドにアタッチします。

AWS AppSync コンソールのスキーマエディタで、Query.getPicturesByOwner(id: ID!): 
[Picture] のために、右側にある [Attach Resolver (リゾルバーをアタッチ)] を選択します。以下のペー
ジで、データソースのドロップダウンリストの下に表示される [Convert to pipeline resolver (パイプライン
リゾルバーに変換)] リンクを選択します。Before マッピングテンプレートに、以下のものを使用します。

#set($result = { "owner": $ctx.args.id, "callerId": $ctx.identity.username })
$util.toJson($result)

After マッピングテンプレートのセクションに、以下のものを使用します。

#foreach($picture in $ctx.result.items) 
    ## prepend "src://" to picture.src property 
    #set($picture['src'] = "src://${picture['src']}")
#end
$util.toJson($ctx.result.items)

[Create Resolver (リゾルバー作成)] を選択します。最初のパイプラインリゾルバーが正常にアタッ
チされました。同じページで、前に作成した 2 つの関数を追加します。関数セクションで、[Add A 
Function (関数の追加)] を選択してから、最初の関数の名前として [isFriend] を選択または入力しま
す。getPicturesByOwner 関数のものと同じプロセスに従って、2 番目の関数を追加します。isFriend 関数
がリストの最初に表示され、続いて getPicturesByOwner 関数が表示されていることを確認します。上下
の矢印を使用して、パイプライン内の関数の実行順序に並べ替えることができます。

パイプラインリゾルバーが作成され、関数がアタッチされたところで、新しく作成した GraphQL API をテ
ストしましょう。

GraphQL API をテストする
まず、作成した管理者ユーザーを使用していくつかのミューテーションを実行することで、写真と友人関
係を入力する必要があります。AWS AppSync コンソールの左側で、[クエリ] タブを選択します。

createPicture ミューテーション
1. AWS AppSync コンソールで、[クエリ] タブを選択します。
2. [Login With User Pools (ユーザープールでログイン)] を選択します。
3. モーダルで、CloudFormation スタックによって作成された Cognito Sample Client ID 

(37solo6mmhh7k4v63cqdfgdg5d など) を入力します。
4. CloudFormation スタックにパラメータとして渡したユーザー名を入力します。デフォルトは nadia で

す。
5. E メールに送信されて CloudFormation スタックへのパラメータとして渡した一時パスワード 

(UserPoolUserEmail など) を使用します。
6. [ログイン] を選択します。これで、ボタンの名前が Logout nadia に変更されているか、CloudFormation 

スタックの作成時に選択したユーザー名 (つまり UserPoolUsername) に変更されています。

pictures テーブルに入力するいくつかの createPicture ミューテーションを送信しましょう。コンソール内
で以下の GraphQL クエリを実行します。

mutation { 
  createPicture(input:{ 
    owner: "nadia" 
    src: "nadia.jpg" 
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  }) { 
    id 
    owner 
    src 
  }
}

レスポンスは以下のようになります。

{ 
  "data": { 
    "createPicture": { 
      "id": "c6fedbbe-57ad-4da3-860a-ffe8d039882a", 
      "owner": "nadia", 
      "src": "nadia.jpg" 
    } 
  }
}

さらに写真をいくつか追加しましょう。

mutation { 
  createPicture(input:{ 
    owner: "shaggy" 
    src: "shaggy.jpg" 
  }) { 
    id 
    owner 
    src 
  }
}

mutation { 
  createPicture(input:{ 
    owner: "rex" 
    src: "rex.jpg" 
  }) { 
    id 
    owner 
    src 
  }
}

管理者ユーザーとして nadia を使用して 3 つの写真を追加しました。

createFriendship ミューテーション
友人関係エントリを追加しましょう。コンソールで以下のミューテーションを実行します。

注意: 管理者ユーザーとしてログインしている必要があります (デフォルトの管理者ユーザーはナディア).

mutation { 
  createFriendship(id: "nadia", target: "shaggy")
}

レスポンスは以下のようになります。

{ 
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  "data": { 
    "createFriendship": true 
  }
}

nadia と shaggy は友人です。rex はだれとも友人ではありません。

getPicturesByOwner クエリ
この手順では、Cognito ユーザープールと共に、このチュートリアルの始めに設定した認証情報を使用し
て、nadia ユーザーとしてログインします。nadia として、shaggy が所有する写真を取得します。

query { 
    getPicturesByOwner(id: "shaggy") { 
        id 
        owner 
        src 
    }
}

nadia と shaggy は友人であるため、クエリからは対応する写真が返されます。

{ 
  "data": { 
    "getPicturesByOwner": [ 
      { 
        "id": "05a16fba-cc29-41ee-a8d5-4e791f4f1079", 
        "owner": "shaggy", 
        "src": "src://shaggy.jpg" 
      } 
    ] 
  }
}

同様に、nadia が自分の写真を取得しようとした場合も、クエリは成功します。その場合、isFriend
GetItem オペレーションを実行しないように、パイプラインリゾルバーは最適化されています。以下のク
エリを試します。

query { 
    getPicturesByOwner(id: "nadia") { 
        id 
        owner 
        src 
    }
}

API のログ記録を有効にしている場合 ([Settings (設定)] ペインで)、デバッグレベルを [すべて] に設定し、
同じクエリをもう一度実行すると、フィールド実行のログが返されます。ログを見ることで、リクエスト
マッピングテンプレートステージでisFriend関数が早期に返されたかどうか判断することができます。

{ 
  "errors": [], 
  "mappingTemplateType": "Request Mapping", 
  "path": "[getPicturesByOwner]", 
  "resolverArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:XXXX:apis/XXXX/types/Query/fields/
getPicturesByOwner", 
  "functionArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:XXXX:apis/XXXX/functions/
o2f42p2jrfdl3dw7s6xub2csdfs", 
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  "functionName": "isFriend", 
  "earlyReturnedValue": { 
    "owner": "nadia", 
    "callerId": "nadia" 
  }, 
  "context": { 
    "arguments": { 
      "id": "nadia" 
    }, 
    "prev": { 
      "result": { 
        "owner": "nadia", 
        "callerId": "nadia" 
      } 
    }, 
    "stash": {}, 
    "outErrors": [] 
  }, 
  "fieldInError": false
}

earlyReturnedValue キーは、#return ディレクティブによって返されたデータを表します。

最後に、rex は Viewers Cognito ユーザープールグループのメンバーです。rex はだれとも友人ではないた
め、shaggy または nadia によって所有されている写真にアクセスすることはできません。コンソールに
rex としてログインし、以下のクエリを実行したとします。

query { 
    getPicturesByOwner(id: "nadia") { 
        id 
        owner 
        src 
    }
}

以下の未承認エラーが発生します。

{ 
  "data": { 
    "getPicturesByOwner": null 
  }, 
  "errors": [ 
    { 
      "path": [ 
        "getPicturesByOwner" 
      ], 
      "data": null, 
      "errorType": "Unauthorized", 
      "errorInfo": null, 
      "locations": [ 
        { 
          "line": 2, 
          "column": 9, 
          "sourceName": null 
        } 
      ], 
      "message": "Not Authorized to access getPicturesByOwner on type Query" 
    } 
  ]
}

パイプラインリゾルバーを使用した複雑な承認が正常に実装されました。
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チュートリアル: 差分同期
AWS AppSync のクライアントアプリケーションは、モバイル/ウェブアプリケーションへの GraphQL レ
スポンスをローカルディスクにキャッシュすることで、データを保存します。バージョン管理されたデー
タソースと Sync オペレーションにより、お客様は単一のリゾルバーを使用して同期プロセスを実行する
ことができます。これにより、クライアントは大量のレコードを含む可能性のある基本クエリでのローカ
ルキャッシュをハイドレートし、最後のクエリ以降に変更されたデータのみを受信できます (差分更新)。
クライアントが初期リクエストでキャッシュのベースハイドレートを実行し、別のリクエストでの増分更
新を実行できるようにすることで、その計算をクライアントアプリケーションからバックエンドに移動で
きます。これは、頻繁にオンライン状態とオフラインの状態を切り替えるクライアントアプリケーション
にとって効率が大きく向上します。

Delta Sync を実装するため、Sync クエリはバージョン管理されたデータソースで Sync オペレーション
を使用します。AWS AppSync ミューテーションによってバージョン管理されたデータソースの項目が変
更されると、その変更のレコードも差分テーブルに保存されます。他のバージョン管理されたデータソー
スに異なる差分テーブル (タイプごとに 1 つ、ドメイン領域ごとに 1 つ) を使用するか、API に 1 つの差
分テーブルを使用するかを選択できます。AWSAppSync はプライマリキーの衝突を回避するため、単一の
複数の API に単一の差分テーブルを使用しないことを推奨しています。

さらに、Delta Sync クライアントはサブスクリプションを引数として受け取ることもでき、オフライン
からオンラインへの移行間でサブスクリプションの再接続と書き込みを調整します。そのために、Delta 
Sync はサブスクリプション (さまざまなネットワークエラーシナリオでの、エクスポネンシャルバックオ
フや、ジッターを伴う再試行など) を自動的に再開し、イベントをキューに保存します。その後、該当す
る差分クエリまたは基本クエリを実行してから、キュー内のイベントをマージし、最後に通常どおりにサ
ブスクリプションを処理します。

Amplify DataStore などのクライアント設定オプションのドキュメントは、Amplify Amplify Frameworkの
ウェブサイトで入手できます。このドキュメントは、最適なデータアクセスのために Delta Sync クライア
ントと連携するように、バージョン管理された DynamoDB データソースと Sync オペレーションをセッ
トアップする方法について概説しています。

ワンクリックでのセットアップ
設定したすべてのリゾルバーと必要な AWS リソースを使用して AWS AppSync で GraphQL エンドポイン
トが自動的に設定されるようにするには、以下の AWS CloudFormation テンプレートを使用します。

このスタックはお客様のアカウントに以下のリソースを作成します。

• 2 つの DynamoDB テーブル (基本と差分)
• 1 AWS API キーを持つ AppSync API
• DynamoDB テーブルのポリシーを割り当てた 1 つの IAM ロール

2 つのテーブルは、クライアントがオフラインのときに取得できなかったイベントのジャーナルとして機
能する 2 番目のテーブルに、同期クエリを分割するために使用されます。差分テーブルに対するクエリ
が以降も効率的になるように、必要に応じてイベントの自動整理に Amazon DynamoDB TTL を使用しま
す。TTL 時間は、データソースのニーズに合わせて設定できます (1 時間、1 日など)。

スキーマ
差分同期 を実証するために、サンプルアプリケーションでは DynamoDB 内のテーブル基本そしてデル
タによってバックアップされる POST スキーマを作成します。AWSAppSync はミューテーションを両方
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のテーブルに自動的に書き込みます。同期クエリは必要に応じて、ベーステーブルまたは差分テーブル
からレコードをプルします。また、1 つのサブスクリプションは、クライアントが再接続ロジックでこの
テーブルをどのように活用できるかを定義します。

input CreatePostInput { 
    author: String! 
    title: String! 
    content: String! 
    url: String 
    ups: Int 
    downs: Int 
    _version: Int
}

interface Connection { 
  nextToken: String 
  startedAt: AWSTimestamp!
}

type Mutation { 
    createPost(input: CreatePostInput!): Post 
    updatePost(input: UpdatePostInput!): Post 
    deletePost(input: DeletePostInput!): Post
}

type Post { 
    id: ID! 
    author: String! 
    title: String! 
    content: String! 
    url: AWSURL 
    ups: Int 
    downs: Int 
    _version: Int 
    _deleted: Boolean 
    _lastChangedAt: AWSTimestamp!
}

type PostConnection implements Connection { 
    items: [Post!]! 
    nextToken: String 
    startedAt: AWSTimestamp!
}

type Query { 
    getPost(id: ID!): Post 
    syncPosts(limit: Int, nextToken: String, lastSync: AWSTimestamp): PostConnection!
}

type Subscription { 
    onCreatePost: Post 
        @aws_subscribe(mutations: ["createPost"]) 
    onUpdatePost: Post 
        @aws_subscribe(mutations: ["updatePost"]) 
    onDeletePost: Post 
        @aws_subscribe(mutations: ["deletePost"])
}

input DeletePostInput { 
    id: ID! 
    _version: Int!
}

input UpdatePostInput { 
    id: ID! 
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    author: String 
    title: String 
    content: String 
    url: String 
    ups: Int 
    downs: Int 
    _version: Int!
}

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation 
    subscription: Subscription
}

GraphQL スキーマは標準的なものですが、先に進む前に注意することがいくつかあります。最初に、す
べてのミューテーションは自動的にベーステーブルに書き込み、次に差分テーブルに書き込みます。基
本テーブルは、実際の一元的なソースであり、一方、差分テーブルはジャーナルです。lastSync: 
AWSTimestamp を渡さない場合、 syncPosts クエリは基本テーブルに対して実行され、キャッシュがハ
イドレートされるだけでなく、グローバルキャッチアッププロセスとしても定期的に実行されます。これ
は、差分テーブルで設定された TTL 時間より長くクライアントがオフラインになっているエッジケースに
当てはまります。lastSync: AWSTimestamp を渡す場合、syncPosts クエリは差分テーブルに対して
実行されます。クライアントはこのクエリを使用して、最後のオフライン以降に変更されたイベントを取
得します。Amplify クライアントは自動的に lastSync: AWSTimestamp 値を渡し、適切にディスクに保
持します。

POST 上の _deleted フィールドは、削除に使用します。クライアントがオフラインになり、レコードが基
本テーブルから削除されると、この属性は、同期中のクライアントにローカルキャッシュから項目を削除
するように通知します。クライアントが長期間オフラインであり、クライアントが Delta Sync クエリでこ
の値を取得する前に項目が削除された場合は、基本クエリのグローバルキャッチアップイベント (クライ
アントで設定可能) が実行され、キャッシュからその項目が削除されます。このフィールドがオプション
としてマークされているのは、同期クエリの実行時に、削除された項目がある場合にのみ値を返すためで
す。

ミューテーション
すべてのミューテーションについて、AWS AppSync は基本テーブルで標準の作成/更新/削除オペ
レーションを実行するとともに、変更内容を差分テーブルに自動的に記録します。データソースの
DeltaSyncTableTTL 値を変更することで、レコードを保持する時間を短縮または延長できます。データ
の速度が速い組織では、この時間を短縮するのが妥当な場合があります。あるいは、クライアントが長期
間オフラインになっている場合は、この時間を延長するのが賢明でしょう。

同期クエリ
基本クエリは、lastSync 値が指定されていない DynamoDB の同期オペレーションです。多くの組織に
とって、基本クエリで十分です。基本クエリは起動時に実行され、以降は定期的に実行されるためです。

差分クエリは、lastSync 値が指定された DynamoDB の同期オペレーションです。差分クエリは、ク
ライアントがオフライン状態からオンライン状態に戻るたびに実行されます (基本クエリが定期的にトリ
ガーされていない場合)。クライアントは、データを同期するクエリを最後に正常に実行した時刻を自動的
に追跡します。

差分クエリが実行されると、クエリのリゾルバーは ds_pk と ds_sk を使用して、クライアントが前
回同期を実行してから変更されたレコードに対してのみクエリを実行します。クライアントは該当する 
GraphQL レスポンスを保存します。

同期クエリの実行の詳細については、同期オペレーションのドキュメント (p. 275)を参照してください。
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例
まず、項目を作成するために createPost ミューテーションを呼び出すことから始めましょう。

mutation create { 
  createPost(input: {author: "Nadia", title: "My First Post", content: "Hello World"}) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    _version 
    _lastChangedAt 
    _deleted 
  }
}

このミューテーションの戻り値は次のようになります。

{ 
  "data": { 
    "createPost": { 
      "id": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b", 
      "author": "Nadia", 
      "title": "My First Post", 
      "content": "Hello World", 
      "_version": 1, 
      "_lastChangedAt": 1574469356331, 
      "_deleted": null 
    } 
  }
}

ベーステーブルの内容を調べると、次のようなレコードがあります。

{ 
  "_lastChangedAt": { 
    "N": "1574469356331" 
  }, 
  "_version": { 
    "N": "1" 
  }, 
  "author": { 
    "S": "Nadia" 
  }, 
  "content": { 
    "S": "Hello World" 
  }, 
  "id": { 
    "S": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b" 
  }, 
  "title": { 
    "S": "My First Post" 
  }
}

差分テーブルの内容を調べると、次のようなレコードがあります。

{ 
  "_lastChangedAt": { 
    "N": "1574469356331" 
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  }, 
  "_ttl": { 
    "N": "1574472956" 
  }, 
  "_version": { 
    "N": "1" 
  }, 
  "author": { 
    "S": "Nadia" 
  }, 
  "content": { 
    "S": "Hello World" 
  }, 
  "ds_pk": { 
    "S": "AppSync-delta-sync-post:2019-11-23" 
  }, 
  "ds_sk": { 
    "S": "00:35:56.331:81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b:1" 
  }, 
  "id": { 
    "S": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b" 
  }, 
  "title": { 
    "S": "My First Post" 
  }
}

これで、クライアントが syncPosts クエリなどを実行してローカルデータストアをハイドレートするた
めに実行する基本クエリをシミュレーションすることができます。

query baseQuery { 
  syncPosts(limit: 100, lastSync: null, nextToken: null) { 
    items { 
      id 
      author 
      title 
      content 
      _version 
      _lastChangedAt 
    } 
    startedAt 
    nextToken 
  }
}

この基本クエリの戻り値は次のようになります。

{ 
  "data": { 
    "syncPosts": { 
      "items": [ 
        { 
          "id": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b", 
          "author": "Nadia", 
          "title": "My First Post", 
          "content": "Hello World", 
          "_version": 1, 
          "_lastChangedAt": 1574469356331 
        } 
      ], 
      "startedAt": 1574469602238, 
      "nextToken": null 
    } 
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  }
}

差分クエリをシミュレーションするために後で startedAt 値を保存しますが、まずはテーブルを変更す
る必要があります。updatePost ミューテーションを使って既存の投稿を変更しましょう。

mutation updatePost { 
  updatePost(input: {id: "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b", _version: 1, title: 
 "Actually this is my Second Post"}) { 
    id 
    author 
    title 
    content 
    _version 
    _lastChangedAt 
    _deleted 
  }
}

このミューテーションの戻り値は次のようになります。

{ 
  "data": { 
    "updatePost": { 
      "id": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b", 
      "author": "Nadia", 
      "title": "Actually this is my Second Post", 
      "content": "Hello World", 
      "_version": 2, 
      "_lastChangedAt": 1574469851417, 
      "_deleted": null 
    } 
  }
}

ここでベーステーブルの内容を調べると、更新された項目が表示されます。

{ 
  "_lastChangedAt": { 
    "N": "1574469851417" 
  }, 
  "_version": { 
    "N": "2" 
  }, 
  "author": { 
    "S": "Nadia" 
  }, 
  "content": { 
    "S": "Hello World" 
  }, 
  "id": { 
    "S": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b" 
  }, 
  "title": { 
    "S": "Actually this is my Second Post" 
  }
}

ここで差分テーブルの内容を調べると、次の 2 つのレコードがあります。

1. 項目が作成されたときのレコード
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2. 項目が更新されたときのレコード

新しい項目は次のようになります。

{ 
  "_lastChangedAt": { 
    "N": "1574469851417" 
  }, 
  "_ttl": { 
    "N": "1574473451" 
  }, 
  "_version": { 
    "N": "2" 
  }, 
  "author": { 
    "S": "Nadia" 
  }, 
  "content": { 
    "S": "Hello World" 
  }, 
  "ds_pk": { 
    "S": "AppSync-delta-sync-post:2019-11-23" 
  }, 
  "ds_sk": { 
    "S": "00:44:11.417:81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b:2" 
  }, 
  "id": { 
    "S": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b" 
  }, 
  "title": { 
    "S": "Actually this is my Second Post" 
  }
}

差分クエリをシミュレートして、クライアントがオフラインのときに発生した変更を取得できるようにな
りました。リクエストを行うために、基本クエリから返された値 startedAt を使用します。

query delta { 
  syncPosts(limit: 100, lastSync: 1574469602238, nextToken: null) { 
    items { 
      id 
      author 
      title 
      content 
      _version 
    } 
    startedAt 
    nextToken 
  }
}

この差分クエリの戻り値は次のようになります。

{ 
  "data": { 
    "syncPosts": { 
      "items": [ 
        { 
          "id": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b", 
          "author": "Nadia", 
          "title": "Actually this is my Second Post", 
          "content": "Hello World", 
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          "_version": 2 
        } 
      ], 
      "startedAt": 1574470400808, 
      "nextToken": null 
    } 
  }
}
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リアルタイムデータ
AWSAppSyncサブスクリプションを利用して、アプリケーションのライブアップデートやプッシュ通
知などを実装できます。クライアントが GraphQL サブスクリプション操作を呼び出すと、WebSocket
によって自動的に安全な接続が確立され、維持されますAWSAppSync。その後、アプリケーション
は、AWSAppSyncアプリケーションの接続とスケーリング要件を継続的に管理しながら、データソースか
らサブスクライバーにデータをリアルタイムで配信できます。次のセクションでは、AWSAppSyncサブス
クリプションの仕組みについて説明します。

GraphQL スキーマサブスクリプションディレク
ティブ

AWSAppSyncのサブスクリプションは、ミューテーションに対する応答として呼び出されます。つま
り、GraphQL スキーマディレクティブをミューテーションで指定することで、AWSAppSync任意のデー
タソースをリアルタイム対応にすることができます。

AWS Amplify クライアントライブラリは、サブスクリプション接続管理を自動的に処理します。ライブラ
リは、WebSocketsクライアントとサービス間のネットワークプロトコルとして pure を使用します。

Note

サブスクリプションへの接続時に認証を制御するには、フィールドレベルの認証に対して、AWS 
Identity and Access Management IAM、AWS Lambda Amazon Cognito Identity Pools、または 
Amazon Cognito User Pools を使用できます。サブスクリプションできめ細かなアクセスコント
ロールを実行する場合、サブスクリプションフィールドにリゾルバーをアタッチし、呼び出し元
の IDAWSAppSync とデータソースと呼び出し元の ID を使用してロジックを実行できます。詳細
については、「認可と認証 (p. 297)」を参照してください。

サブスクリプションはミューテーションからトリガーされ、ミューテーション選択セットが受信者に送信
されます。

次の例では、GraphQL サブスクリプションの操作方法を示します。データソースを指定しません。これ
は、データソースが、Lambda、Amazon DynamoDB、または AmazonOpenSearch サービスであるからで
す。

サブスクリプションを開始するには、次のようにスキーマにサブスクリプションのエントリポイントを追
加します。

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation 
    subscription: Subscription
}

ブログ投稿サイトを持っており、新しいブログにサブスクライブし、既存のブログに変わるものとしま
す。これを行うには、スキーマに次の Subscription 定義を追加します。

type Subscription { 
    addedPost: Post 
    updatedPost: Post 
    deletedPost: Post
}
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さらに、次のミューテーションがあるとします。

type Mutation { 
    addPost(id: ID! author: String! title: String content: String url: String): Post! 
    updatePost(id: ID! author: String! title: String content: String url: String ups: Int! 
 downs: Int! expectedVersion: Int!): Post! 
    deletePost(id: ID!): Post!
}

通知を受け取る各サブスクリプションに @aws_subscribe(mutations: ["mutation_field_1", 
"mutation_field_2"]) ディレクティブを追加することで、これらのフィールドをリアルタイム対応に
できます。手順は以下のとおりです。

type Subscription { 
    addedPost: Post 
    @aws_subscribe(mutations: ["addPost"]) 
    updatedPost: Post 
    @aws_subscribe(mutations: ["updatePost"]) 
    deletedPost: Post 
    @aws_subscribe(mutations: ["deletePost"])
}

@aws_subscribe(mutations: ["",..,""])はミューテーション入力の配列を受け取るので、複数の
ミューテーションを指定してサブスクリプションを開始できます。クライアントからサブスクライブする
場合、GraphQL クエリは次のようになります。

subscription NewPostSub { 
    addedPost { 
        __typename 
        version 
        title 
        content 
        author 
        url 
    }
}

このサブスクリプションクエリは、クライアント接続とツールに必要です。

WebSocketsピュアクライアントでは、各クライアントが独自の選択セットを定義できるため、選択セッ
トのフィルタリングはクライアントごとに行われます。この場合、サブスクリプション選択セットは、
ミューテーション選択セットのサブセットである必要があります。たとえば、サブスクリプションが
addedPost{author title} ミューテーションにリンクされていると、addPost(...){id author 
title url version} 投稿の作成者とタイトルのみを受け取ります。他のフィールドは受け取りま
せん。ただし、ミューテーションの選択セットに作成者が欠けていた場合、サブスクライバーは作成者
フィールドに対して null 値を取得します (または、スキーマ内で作成者フィールドが required/not-null と
定義されている場合はエラー)。

pure を使用する場合は、WebSocketsサブスクリプション選択セットが不可欠です。サブスクリプション
でフィールドが明示的に定義されていない場合、AWS AppSyncそのフィールドは返されません。

前の例では、サブスクリプションに引数はありませんでした。スキーマが次のようになっているとしま
す。

type Subscription { 
    updatedPost(id:ID! author:String): Post 
    @aws_subscribe(mutations: ["updatePost"])
}
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この場合、クライアントでサブスクリプションが次のように定義されます。

subscription UpdatedPostSub { 
    updatedPost(id:"XYZ", author:"ABC") { 
        title 
        content 
    }
}

スキーマの subscription フィールドの戻り値の型は、対応する mutation フィールドの戻り値の型に一
致する必要があります。前の例では、これが addPost と addedPost の両方が Post タイプとして返さ
れ、表示されます。

クライアントでサブスクリプションを設定するには、を参照してくださいクライアントアプリケーション
の構築 (p. 71)。

サブスクリプション引数の使用
GraphQL サブスクリプションを使用する上で重要なことは、引数をいつ、どのように使用するかを理解す
ることです。微妙な変更を加えて、発生した突然変異についてクライアントに通知する方法とタイミング
を変更できます。そのためには、「Todos」を作成するサンプルスキーマを参照してください。はじめて
のGraphQL APIを起動 (p. 3)このサンプルスキーマでは、次のミューテーションが定義されています。

type Mutation { 
    createTodo(input: CreateTodoInput!): Todo 
    updateTodo(input: UpdateTodoInput!): Todo 
    deleteTodo(input: DeleteTodoInput!): Todo
}

デフォルトのサンプルでは、TodoonUpdateTodosubscriptionクライアントは引数なしでを使用して
任意のアップデートをサブスクライブできます。

subscription OnUpdateTodo { 
  onUpdateTodo { 
    description 
    id 
    name 
    when 
  }
}

subscription引数を使用してをフィルタリングできます。たとえば、特定の内容の asubscriptionID
が更新されたときにのみ a をトリガーするには、ID次の値を指定します。todo

subscription OnUpdateTodo { 
  onUpdateTodo(id: "a-todo-id") { 
    description 
    id 
    name 
    when 
  }
}

複数の引数を渡すこともできます。たとえば、以下では、subscriptionTodo特定の場所と時間に更新が
通知される方法を示しています。
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subscription todosAtHome { 
  onUpdateTodo(when: "tomorrow", where: "at home") { 
    description 
    id 
    name 
    when 
    where 
  }
}

引数はすべてオプションです。に引数を指定しない場合subscription、Todoアプリケーションで発生す
るすべての更新が購読されます。ただし、subscriptionIDのフィールド定義を更新して引数を必要とす
るようにすることはできます。これにより、すべてのtodo stodo の代わりに特定のレスポンスが強制さ
れます。

onUpdateTodo( 
  id: ID!, 
  name: String, 
  when: String, 
  where: String, 
  description: String
): Todo

引数値 null には意味があります。
サブスクリプションクエリを作成するときAWSAppSync、null引数の値を使用する場合と、引数を完全
に省略する場合とでは、フィルター処理の結果は異なります。

Todo を作成できる todos API サンプルに戻りましょう。のサンプルスキーマを参照してくださいはじめて
のGraphQL APIを起動 (p. 3)。

スキーマを変更して、ownerTodo所有者が誰であるかを説明する新しいフィールドをタイプに追加しま
しょう。ownerこのフィールドは必須ではなく、オンにすることしかできませんUpdateTodoInput。ス
キーマの次の簡略版を参照してください。

type Todo { 
  id: ID! 
  name: String! 
  when: String! 
  where: String! 
  description: String! 
  owner: String
}

input CreateTodoInput { 
  name: String! 
  when: String! 
  where: String! 
  description: String!
}

input UpdateTodoInput { 
  id: ID! 
  name: String 
  when: String 
  where: String 
  description: String 
  owner: String
}
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type Subscription { 
    onUpdateTodo( 
        id: ID, 
        name: String, 
        when: String, 
        where: String, 
        description: String 
    ): Todo @aws_subscribe(mutations: ["updateTodo"])
}

Todo次のサブスクリプションはすべての更新を返します。

subscription MySubscription { 
  onUpdateTodo { 
    description 
    id 
    name 
    when 
    where 
  }
}

前述のサブスクリプションを変更してフィールド引数を追加するとowner: null、別の質問になります。
このサブスクリプションにより、Todo所有者が指定されていないすべての更新が通知されるようにクライ
アントが登録されるようになりました。

subscription MySubscription { 
  onUpdateTodo(owner: null) { 
    description 
    id 
    name 
    when 
    where 
  }
}

Note

2022年1月1日以降、WebSocketsAWS AppSync MQTTオーバーはAPIのGraphQLサブスクリプ
ションのプロトコルとして利用できなくなりました。WebSocketsでサポートされているプロトコ
ルは Pure だけですAWS AppSync。
2019 年 11 月以降にリリースされたAWS AppSync SDK または Amplify ライブラリをベースにし
たクライアントでは、WebSocketsデフォルトで pure が自動的に使用されます。クライアントを
最新バージョンにアップグレードすると、AWS AppSyncWebSockets純粋なエンジンを使用でき
るようになります。
Pure には、より大きなペイロードサイズ（240 KB）、幅広いクライアントオプショ
ン、WebSocketsCloudWatch改善されたメトリックスが付属しています。WebSocket純粋クライ
アントの使用方法については、「」を参照してくださいWebSocketリアルタイムクライアントの
構築 (p. 247)。

サーバーレスを利用した汎用 Pub/Sub API の作成
WebSockets

一部のアプリケーションでは、クライアントが特定のチャンネルやトピックを聞くための単純な
WebSocket API のみが必要です。特定の形式や厳密な型付けの要件のない一般的な JSON データを、純粋
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でシンプルなパブリッシュ/サブスクライブ (pub/sub) パターンで、これらのチャンネルのいずれかを聞い
ているクライアントにプッシュできます。

API バックエンドとクライアント側の両方で GraphQL コードを自動的に生成することで、GraphQL 
の知識がほとんどまたはまったくなくても、簡単な pub/subWebSocket API を数分で実装できま
す。AWSAppSync

パブサブ API の作成と設定
使用開始には、次のことを行います。

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

• ダッシュボードで、[API の作成] を選択します。
2. 次の画面で、「汎用リアルタイム API の作成」を参照してください。
3. Pub/Sub API のわかりやすい名前を入力します。
4. [作成] を選択し、数分待ってください。事前に設定された新しいAWSAppSync pub/sub APIAWS がア

カウントに作成されます。

このAPIは、AWSAppSync組み込みのローカルリゾルバー (ローカルリゾルバーの使用方法の詳細について
は、AWSAppSync開発者ガイドの「チュートリアル:ローカルリゾルバー」を参照)WebSocket を使用して
複数の一時的なPub/subチャンネルと接続を管理します。これにより、チャンネル名のみに基づいてサブ
スクライブしたクライアントにデータが自動的に配信され、フィルタリングされます。API コールは API 
キーで承認されます。

API をデプロイすると、クライアントコードを生成してクライアントアプリケーションと統合するための
追加の手順がいくつか表示されます。クライアントを素早く統合する方法の例として、このガイドではシ
ンプルな React Web アプリケーションを使用します。

1. まず、ローカルマシンで NPM を使って定型的な React アプリを作成します。

$ npx create-react-app mypubsub-app  
$ cd mypubsub-app

Note

この例では、Amplify ライブラリを使用してクライアントをバックエンド API に接続しま
す。ただし、Amplify CLIプロジェクトをローカルで作成する必要はありません。この例では
Reactが最適なクライアントですが、AmplifyライブラリはiOS、Android、Flutterのクライア
ントもサポートしており、これらの異なるランタイムでも同じ機能を提供します。サポート
されているAmplifyクライアントは、WebSocketAWSAppSyncWebSocketリアルタイムプロ
トコルと完全に互換性のある組み込み機能を含め、AWSAppSync数行のコードでGraphQL 
APIバックエンドとやり取りするためのシンプルな抽象化を提供します。

$ npm install @aws-amplify/api

2. AWSAppSyncコンソールで、「ダウンロード」を選択しJavaScript、API 設定の詳細と生成された 
GraphQL 操作コードを含む 1 つのファイルをダウンロードします。

3. ダウンロードしたファイルを React/src プロジェクトのフォルダーにコピーします。
4. 次に、src/App.js既存のボイラープレートファイルの内容を、コンソールにあるサンプルクライア

ントコードに置き換えます。
5. 次のコマンドを使用して、アプリケーションをローカルで起動します。

$ npm start
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6. リアルタイムデータの送受信をテストするには、2 つのブラウザウィンドウを開いて localhost: 
3000 にアクセスします。サンプルアプリケーションは、一般的な JSON データを robots という名
前のハードコードされたチャンネルに送信するように設定されています。

7. ブラウザウィンドウのいずれかで、テキストボックスに次の JSON BLOB を入力し、[Submit] をク
リックします。

{ 
  "robot":"r2d2", 
  "planet": "tatooine"
}

#############################、公開されたデータをリアルタイムで受信し、ウェブアプリケー
ションの下部に表示されます。

スキーマ、リゾルバー、オペレーションなど、必要なすべての GraphQL API コードが自動的に生成
され、一般的な pub/sub ユースケースが可能になります。バックエンドでは、データは次のような 
GraphQLAWSAppSync ミューテーションを使用してのリアルタイムエンドポイントに公開されます。

mutation PublishData { 
    publish(data: "{\"msg\": \"hello world!\"}", name: "channel") { 
        data 
        name 
    }
}

サブスクライバーは、関連するGraphQLサブスクリプションで特定の一時チャンネルに送信された公開
データにアクセスします。

subscription SubscribeToData { 
    subscribe(name:"channel") { 
        name 
        data 
    }
}

既存のアプリケーションへの pub-sub API の実装
既存のアプリケーションにリアルタイム機能を実装するだけであれば、この汎用的な pub/sub API 構成を
任意のアプリケーションや API テクノロジーに簡単に統合できます。GraphQL では、単一の API エンド
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ポイントを使用して 1 回のネットワーク呼び出しで 1 つ以上のデータソースのデータに安全にアクセス
し、操作し、結合することには利点がありますが、のリアルタイム機能を活用するために、既存の REST 
ベースのアプリケーションを最初から変換または再構築する必要はありません。AWSAppSyncたとえば、
既存の CRUD ワークロードを別の API エンドポイントに配置し、クライアントが既存のアプリケーション
からジェネリック pub/sub API にメッセージやイベントを送受信し、リアルタイムおよび pub/sub 目的で
のみ行うことができます。

拡張サブスクリプションフィルターのフィルタリン
グ

ではAWS AppSync、追加の論理演算子をサポートするフィルターを使用して、GraphQL API サブスクリ
プションリゾルバーでバックエンドのデータフィルタリング用のビジネスロジックを直接定義して有効に
できます。クライアントのサブスクリプションクエリで定義されているサブスクリプション引数とは異な
り、これらのフィルターを設定できます。サブスクリプション引数の使用方法については、「」を参照し
てくださいサブスクリプション引数の使用 (p. 233)。オペレータのリストについては、「」を参照してく
ださい リゾルバーのマッピングテンプレートユーティリティーリファレンス (p. 476)。

このドキュメントでは、リアルタイムデータフィルタリングを次のカテゴリに分類します。

• 基本フィルタリング-サブスクリプションクエリのクライアント定義引数に基づくフィルタリング。
• 強化されたフィルタリング-AWS AppSync サービスバックエンドで一元的に定義されたロジックに基づ

くフィルタリング。

このセクションでは、拡張サブスクリプションフィルターの設定方法と、拡張サブスクリプションフィル
ターの構成方法について説明します。

GraphQL スキーマでのサブスクリプションの定義
拡張サブスクリプションフィルターを使用するには、GraphQL スキーマでサブスクリプションを定義して
から、フィルター拡張機能を使用して拡張フィルターを定義する必要があります。拡張サブスクリプショ
ンフィルタリングがどのように機能するかを説明するにはAWS AppSync、チケット管理システム API を
定義する次の GraphQL スキーマを例として使用してください。

type Mutation { 
    createTicket(input: TicketInput): Ticket
}

enum Priority { 
    none 
    lowest 
    low 
    medium 
    high 
    highest
}

type Query { 
    getTicket(id: ID!): Ticket
}

type Subscription { 
    onSpecialTicketCreated: Ticket 
        @aws_subscribe(mutations: ["createTicket"]) 
    onGroupTicketCreated(group: String!): Ticket 
        @aws_subscribe(mutations: ["createTicket"])
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}

type Ticket { 
    id: ID 
    content: String 
    severity: Int 
    group: String 
    createdAt: AWSDateTime 
    priority: Priority 
    status: String 
    plusOnes: Int 
    category: String 
    type: String 
    item: String
}

input TicketInput { 
    content: String 
    group: String 
    severity: Int 
    priority: Priority 
    status: String 
    category: String 
    type: String 
    item: String
}

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation 
    subscription: Subscription
}

Note

拡張フィルターは、特定のサブスクリプションのGraphQLリゾルバーの応答マッピングテンプ
レートで有効になっています。詳細については、「 リゾルバーのマッピングテンプレートの概
要 (p. 450)」を参照してください。

前の例では、Subscriptionを使用してサブスクリプションフィルタ要件を定義します。で
はSubscription、onSpecialTicketCreatedonGroupTicketCreatedおよびサブスクリプションを
定義します。onSpecialTicketCreated最初のサブスクリプションに拡張フィルターを実装していると
仮定します。その主な要件は、onSpecialTicketCreatedcreateTicketミューテーションに関連する
サブスクリプションにサブスクライブしているクライアントをフィルタリングすることです。

拡張フィルターの動作を実装するには、$extensions.setSubscriptionFilter()メソッドを使用
して、サブスクライブしているクライアントが関心を持つ可能性のある GraphQL ミューテーションから
の公開データに対して評価されるフィルター式を定義する必要があります。フィルタ拡張機能の詳細に
ついては、「」を参照してください リゾルバーのマッピングテンプレートユーティリティーリファレン
ス (p. 476)。

このセクションでは、フィルタ拡張機能を使用して拡張フィルタを実装する方法について説明します。

フィルター拡張機能を使用した拡張サブスクリプショ
ンフィルターの作成
拡張フィルターは、サブスクリプションのリゾルバーのレスポンスマッピングテンプレートに JSON 
で記述されます。フィルターは a というリストにまとめることができますfilterGroup。フィルター
は、それぞれ、フィールド、演算子、値を含む少なくとも 1 つのルールを使用して定義されます。
次の例では、onSpecialTicketCreatedのフィルターを定義していると仮定します。を使用する
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と$extensions.setSubscriptionFilter()、フィルター内の複数のルールは AND ロジックを使用
して評価され、フィルターグループ内の複数のフィルターは OR ロジックを使用して評価されます。

## Response Mapping Template - onSpecialTicketCreated subscription

$extensions.setSubscriptionFilter({ 
    "filterGroup": [ 
        { 
           "filters" : [ 
                { 
                    "fieldName" : "severity", 
                    "operator" : "ge", 
                    "value" : 7 
                }, 
                { 
                    "fieldName" : "priority", 
                    "operator" : "in", 
                    "value" : ["high", "medium"] 
                } 
           ] 
            
        }, 
        { 
           "filters" : [ 
                { 
                    "fieldName" : "classification", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : "Security" 
                }, 
                { 
                    "fieldName" : "group", 
                    "operator" : "in", 
                    "value" : ["admin", "operators"] 
                } 
           ] 
            
        } 
    ]
})

$util.toJson($context.result)

前の例で定義したフィルターに基づいて、チケットが以下のように作成されると、重要なチケットはサブ
スクライブされている API クライアントに自動的にプッシュされます。

• priorityhighレベルまたはmedium

AND
• severityレベルge (等しいかそれ以上)7

または

• classificationチケットをに設定Security

AND
• groupadmin割り当てをまたはに設定operators

優先度の低いチケットは引き続き手動でクエリできます。ただし、AWS AppSync新しく作成されたチケッ
トはフィルタリングされ、WebSocketサブスクライブしている接続クライアントにはリアルタイムで送信
されませんonSpecialTicketCreated。
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サブスクリプションリゾルバーで定義されたフィルター (拡張フィルタリング) は、サブスクリプション引
数のみに基づくフィルタリング (基本フィルタリング) よりも優先されます。サブスクリプション引数の使
用方法については、「」を参照してくださいサブスクリプション引数の使用 (p. 233)。

サブスクリプションの GraphQL スキーマで引数が定義されていて必要な場合、指定された引数に基づく
フィルタリングは、$extensions.setSubscriptionFilter()引数がリゾルバーのメソッドでルール
として定義されている場合にのみ行われます。ただし、$extensionsサブスクリプションリゾルバーに
フィルタリングメソッドがない場合、クライアントで定義されている引数は基本的なフィルタリングにの
み使用されます。基本フィルタリングと拡張フィルタリングを同時に使用することはできません。

$contextサブスクリプションのフィルター拡張ロジック内の変数を使用して (p. 468)、特定の情報にア
クセスできます。たとえば、Amazon DynamoDBGetItem からのオペレーションによって取得された、
同じサブスクリプションリクエストマッピングテンプレート ($context.result.severity) で定義さ
れている属性、ユーザー ID ($context.identity.sub)、または必要に応じてリクエストの特定の引数 
($context.args.userId)。

ここで、例の GraphQL スキーマの他のサブスクリプションにonGroupTicketCreated、強化された
フィルター動作を実装するとします。onGroupTicketCreatedサブスクリプションには、group引数と
して必須の名前が必要です。チケットを作成すると、pending自動的にステータスが割り当てられ、2 つ
目のフィルターも設定されます。status

## Response Mapping Template - onGroupTicketCreated subscription

$extensions.setSubscriptionFilter({ 
    "filterGroup": [ 
        { 
           "filters" : [ 
                { 
                    "fieldName" : "group", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : $ctx.args.group 
                }, 
                { 
                    "fieldName" : "status", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : "pending" 
                } 
           ] 
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        } 
    ]
})

$util.toJson($context.result)

次の例のようにミューテーションを使用してデータが公開された場合

mutation TicketCreate{ 
     createTicket(input: {description: "This is a ticket.", group: "admin", classification: 
 "Security", priority: "high", severity: 10}) { 
        id 
        classification 
        group 
        description 
        priority 
        severity 
     } 
 }

登録したクライアントは、WebSocketscreateTicketミューテーションを含むチケットが作成されると
すぐにデータが自動的にプッシュされるのを待ち受けます。

subscription onSpecialTicketCreated{ 
     onSpecialTicketCreated { 
        id 
        classification 
        group 
        description 
        priority 
        severity 
     } 
 }

AWS AppSyncフィルタリングロジックはフィルタリングが強化されたサービスに実装され、クライアント
コードが簡略化されるため、クライアントは引数なしでサブスクライブできます。クライアントは、定義
されたフィルター条件が満たされた場合にのみデータを受け取ります。

クライアントからの拡張フィルターの定義
サブスクリプション引数を使用して (p. 233) GraphQL の基本的なフィルタリングを使用できま
す。サブスクリプションクエリで呼び出しを行うクライアントは、引数の値を定義します。AWS 
AppSync$extensionsフィルタリング機能のあるサブスクリプションリゾルバーで拡張フィルターを有効
にすると、リゾルバーで定義されているバックエンドフィルターが優先され、優先されます。

filterサブスクリプションの引数を使用して、クライアント定義の動的な拡張フィルターを設定します。
これらのフィルターを設定するときは、新しい引数を反映するように GraphQL スキーマを更新する必要
があります。

...
type Subscription { 
    onSpecialTicketCreated(filter: String): Ticket 
        @aws_subscribe(mutations: ["createTicket"])
}
...

その後、クライアントは次の例のようにサブスクリプションクエリを送信できます。

subscription onSpecialTicketCreated($filter: String) { 
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     onSpecialTicketCreated(filter: $filter) { 
        id 
        classification 
        group 
        description 
        priority 
        severity 
     } 
 }

クエリ変数は、次の例のように設定できます。

{"filter" : "{\"severity\":{\"le\":2}}"}

$util.transform.toSubscriptionFilter()resolver ユーティリティをサブスクリプション応答
マッピングテンプレートに実装して、サブスクリプション引数で定義されているフィルターを各クライア
ントに適用できます。

## Response Mapping Template - onSpecialTicketCreated subscription

$extensions.setSubscriptionFilter($util.transform.toSubscriptionFilter($util.parseJson($ctx.args.filter)))

$util.toJson($context.result)

この戦略により、クライアントは強化されたフィルタリングロジックと追加の演算子を使用して独自の
フィルターを定義できます。フィルターは、WebSocket特定のクライアントが安全な接続でサブスクリプ
ションクエリを呼び出すときに割り当てられます。filterクエリ変数ペイロードの形式など、フィルタリ
ングを強化するための変換ユーティリティの詳細については、を参照してください リゾルバーのマッピン
グテンプレートユーティリティーリファレンス (p. 476)。

その他の強化されたフィルタリング制限
拡張フィルターに追加の制限が課されるいくつかのユースケースを以下に示します。

• 拡張フィルターは、最上位のオブジェクトリストのフィルタリングをサポートしていません。このユー
スケースでは、拡張サブスクリプションではミューテーションから公開されたデータは無視されます。

• 拡張フィルターは、ネストされたフィールドのフィルターをサポートしていません。このユースケース
では、ネストされたフィールドのフィルターは次のように評価されますfalse。

WebSocketフィルターを使った接続の登録解除
ではAWS AppSync、特定のフィルタリングロジックに基づいて、WebSocket接続しているクライアント
からの接続を強制的に登録解除して閉じる (無効にする) ことができます。これは、グループからユーザー
を削除する場合など、承認関連のシナリオで役立ちます。

サブスクリプションの無効化は、ミューテーションで定義されたペイロードに応答して発生します。サブ
スクリプション接続を無効にするために使用されるミューテーションはAPIの管理操作として扱い、それ
に応じて権限の範囲を管理ユーザー、グループ、またはバックエンドサービスに限定することをおすす
めします。たとえば、@aws_auth(cognito_groups: ["Administrators"])やなどのスキーマ認証
ディレクティブを使用します@aws_iam。詳細については、「その他の認証モードの使用 (p. 306)」を参
照してください。

無効化フィルターは、拡張サブスクリプションフィルターと同じ構文とロジックを使用します (p. 238)。
これらのフィルターは、次の方法で定義します。

• $extensions.invalidateSubscriptions()— GraphQL リゾルバーのミューテーションのレスポ
ンスマッピングテンプレートで定義されています。
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• $extensions.setSubscriptionInvalidationFilter()— ミューテーションにリンクされたサブ
スクリプションの GraphQL リゾルバーの応答マッピングテンプレートで定義されます。

無効フィルタ拡張機能の詳細については、「」を参照してください リゾルバーのマッピングテンプレート
ユーティリティーリファレンス (p. 476)。

サブスクリプション無効化を使用する
サブスクリプションの無効化がどのように機能するかを確認するにはAWS AppSync、次の GraphQL ス
キーマを使用してください。

type User { 
  userId: ID! 
  groupId: ID!
} 
     
type Group { 
  groupId: ID! 
  name: String! 
  members: [ID!]!
}

type GroupMessage { 
  userId: ID! 
  groupId: ID! 
  message: String!
}

type Mutation { 
    createGroupMessage(userId: ID!, groupId : ID!, message: String!): GroupMessage 
    removeUserFromGroup(userId: ID!, groupId : ID!) : User @aws_iam
}

type Subscription { 
    onGroupMessageCreated(userId: ID!, groupId : ID!): GroupMessage 
        @aws_subscribe(mutations: ["createGroupMessage"])
}

schema { 
    mutation: Mutation 
    subscription: Subscription
}

以下に示すように、removeUserFromGroupミューテーション応答マッピングテンプレートで無効化フィ
ルターを定義します。

## Response Mapping Template - removeUserFromGroup mutation

$extensions.invalidateSubscriptions({ 
        "subscriptionField": "onGroupMessageCreated", 
        "payload": { 
                "userId": $ctx.args.userId, 
                "groupId": $ctx.args.groupId 
        } 
    })     
$util.toJson($context.result)

ミューテーションが呼び出されると、payloadオブジェクトに定義されているデータを使用し
て、subscriptionFieldで定義されているサブスクリプションのサブスクライブを解除します。無効化
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フィルターは、onGroupMessageCreatedサブスクリプションのレスポンスマッピングテンプレートでも
定義されています。

$extensions.invalidateSubscriptions()ペイロードに、フィルターで定義されているサブスクラ
イブ済みクライアントの ID と一致する ID が含まれている場合、対応するサブスクリプションは登録解除
されます。さらに、WebSocket接続は閉じられます。

## Response Mapping Template - onGroupMessageCreated subscription

$extensions.setSubscriptionFilter({ 
    "filterGroup": [ 
        { 
           "filters" : [ 
                { 
                    "fieldName" : "groupId", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : $ctx.args.groupId 
                } 
           ] 
        } 
    ]
})

$extensions.setSubscriptionInvalidationFilter({ 
    "filterGroup": [ 
        { 
           "filters" : [ 
                { 
                    "fieldName" : "userId", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : $ctx.args.userId  
                }, 
                { 
                    "fieldName" : "groupId", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : $ctx.args.groupId 
                } 
           ] 
    ]
})

$util.toJson($context.result)

サブスクリプションレスポンステンプレートには、サブスクリプションフィルターと無効化フィルターの
両方を同時に定義できることに注意してください。

たとえば、クライアント Agroup-1 が次のサブスクリプションリクエストを使用して、その IDuser-1 を
持つ新しいユーザーをその ID のグループにサブスクライブするとします。

onGroupMessageCreated(userId : "user-1", groupId: :"group-1"){...}

AWS AppSyncサブスクリプションリゾルバーを実行し、onGroupMessageCreated前述のレスポン
スマッピングテンプレートで定義されているサブスクリプションフィルターと無効化フィルターを生
成します。クライアント A の場合、サブスクリプションフィルターではデータの送信先のみが許可さ
れgroup-1、user-1無効化フィルターはとの両方に定義されますgroup-1。

ここで、クライアント Bgroup-2 が次のサブスクリプションリクエストを使用して、その IDuser-2 を持
つユーザーをその ID のグループにサブスクライブするとします。

onGroupMessageCreated(userId : "user-2", groupId: :"group-2"){...}
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AWS AppSyncサブスクリプションリゾルバーを実行し、サブスクリプションフィルターと無効化フィル
ターを生成します。クライアント B の場合、サブスクリプションフィルタはデータの送信先のみを許可
しgroup-2、user-2無効化フィルタはとの両方に定義されますgroup-2。

次に、次の例のように、IDmessage-1 を含む新しいグループメッセージが、ミューテーションリクエス
トを使用して作成されたと仮定します。

createGroupMessage(id: "message-1", groupId : 
      "group-1", message: "test message"){...}

定義されたフィルターに一致するサブスクライブ済みクライアントは、次のデータペイロードを経由して
自動的に受信しますWebSockets。

{ 
  "data": { 
    "onGroupMessageCreated": { 
      "id": "message-1", 
      "groupId": "group-1", 
      "message": "test message", 
    } 
  }
}

フィルター条件が定義されたサブスクリプションフィルターと一致するため、クライアント A はメッセー
ジを受信します。ただし、ユーザーは参加していないため、クライアント B はメッセージを受信しませ
んgroup-1。また、リクエストはサブスクリプションリゾルバーで定義されているサブスクリプション
フィルターと一致しません。

最後に、user-1group-1これが次のミューテーションリクエストの使用から削除されたと仮定します。

removeUserFromGroup(userId: "user-1", groupId : "group-1"){...}

ミューテーションは、$extensions.invalidateSubscriptions()リゾルバー応答マッピングテンプ
レートメソッドで定義されているように、サブスクリプションの無効化を開始します。 AWS AppSync次
に、クライアント A のサブスクライブを解除し、WebSocket接続を閉じます。ミューテーションで定義
された無効化ペイロードがユーザーまたはグループと一致しないため、クライアントBは影響を受けませ
ん。

AWS AppSync接続を無効にすると、クライアントは登録解除されたことを確認するメッセージを受け取り
ます。

{ 
  "message": "Subscription complete."
}

サブスクリプション無効化フィルターでのコンテキス
ト変数の使用
拡張サブスクリプションフィルターと同様に、$contextサブスクリプション無効化フィルター拡張の変
数を使用して特定のデータにアクセスできます (p. 468)。たとえば、Amazon DynamoDBGetItem から
のオペレーションによって取得された属性で、同じサブスクリプションリクエストマッピングテンプレー
ト ($context.result.severity)、ユーザー ID ($context.identity.claims.group)、または必要
に応じてリクエストの特定の引数 ($context.args.userId) で定義されています。

ミューテーションの無効化ペイロードとして E メールアドレスを設定し、それを Amazon Cognito ユー
ザープールまたは OpenID Connect で承認された登録ユーザーの E メール属性またはクレームと照合する
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ことができます。$extensions.setSubscriptionInvalidationFilter()サブスクリプション無効
化フィルターで定義された無効化フィルターは、$extensions.invalidateSubscriptions()ミュー
テーションのペイロードによって設定された電子メールアドレスが、ユーザーの JWT トークンから取得さ
れた電子メールアドレスと一致するかどうかを確認し$context.identity.claims.email、無効化を
開始します。

WebSocketリアルタイムクライアントの構築
次のセクションでは、AWSAppSyncリアルタイム機能の背後にあるアーキテクチャを紹介します。

GraphQLWebSocket サブスクリプションのリアルタ
イムクライアント実装
次のシーケンス図と手順は、クライアント、HTTPWebSocket クライアント、および間のリアルタイムサ
ブスクリプションワークフローを示していますAWSAppSync。

1. クライアントは、WebSocketAWSAppSyncリアルタイムエンドポイントとの接続を確立します。ネット
ワークエラーが発生した場合、クライアントはジッターされたエクスポネンシャルバックオフを行う必
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要があります。詳細については、AWSアーキテクチャブログの「エクスポネンシャルバックオフとジッ
ター」を参照してください。

2. WebSocket接続が正常に確立されると、connection_initクライアントはメッセージを送信します。
3. connection_ackクライアントはからのメッセージを待ちますAWSAppSync。このメッセージに

は、"ka" (キープアライブ) メッセージの最大待機時間 (ミリ秒単位)connectionTimeoutMs であるパ
ラメータが含まれています。

4. AWSAppSync"ka"メッセージを定期的に送信します。クライアントは、"ka"各メッセージを受信した
時間を追跡します。"ka"connectionTimeoutMsクライアントがミリ秒以内にメッセージを受信しな
い場合、クライアントは接続を閉じる必要があります。

5. クライアントは、start サブスクリプションメッセージを送信してサブスクリプションを登録します。
認証モードが異なっていても、1WebSocket つの接続で複数のサブスクリプションがサポートされま
す。

6. クライアントは、AWSAppSyncstart_ackサブスクリプションが正常に完了したことを確認するため
のメッセージを送信するのを待機して、サブスクリプションが正常に完了したことを確認します。エ
ラーがある場合は、AWSAppSync"type": "error"メッセージを返します。

7. クライアントは、対応するミューテーションが呼び出された後に送信されるサブスクリプションイベン
トを受信します。クエリとミューテーションは通常、AWSAppSync GraphQLエンドポイントに送信さ
れます。https://サブスクリプションは secureWebSocket (wss://)AWSAppSync を使用してリアル
タイムエンドポイントを通過します。

8. クライアントは、stop サブスクリプションメッセージを送信してサブスクリプションを登録解除しま
す。

9. すべてのサブスクリプションを登録解除し、を介して転送されるメッセージがないことを確認したら
WebSocket、WebSocketクライアントは接続を切断できます。

WebSocket接続を確立するためのハンドシェイクの詳
細
に接続し、成功したハンドシェイクを開始するにはAWSAppSync、WebSocketクライアントに以下が必要
です。

• AWSAppSyncリアルタイムエンドポイント
• headerpayload次のパラメータを含むクエリ文字列:

• header:AWSAppSync エンドポイントと認証に関連する情報が含まれます。これは、文字列化された 
JSON オブジェクトからBase64 エンコードされた文字列です。JSON オブジェクトのコンテンツは、
認証モードによって異なります。

• payload: は、Base64payload でエンコードされた文字列です。

これらの要件を満たすと、WebSocketgraphql-wsWebSocketクライアントはプロトコルとして使用し
て、クエリ文字列を含むリアルタイムエンドポイントを含む URL に接続できます。

GraphQL エンドポイントからの リアルタイムエンドポイントの
検出
AWSAppSyncGraphQLAWSAppSync エンドポイントとリアルタイムエンドポイントは、プロトコルとド
メインが多少異なります。GraphQL エンドポイントはAWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンド
を使用して取得できますaws appsync get-graphql-api。

AWSAppSyncGraphQL エンドポイント:

https://example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql

248

http://aws.amazon.com/blogs/architecture/exponential-backoff-and-jitter/
http://aws.amazon.com/blogs/architecture/exponential-backoff-and-jitter/


AWS AppSync デベロッパーガイド
AWSAppSyncAPI 認証モードに基づ
くヘッダーパラメータフォーマット

AWSAppSyncリアルタイムエンドポイント

wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/
graphql

アプリケーションは、クエリとミューテーションに任意の HTTP クライアントを使用して、AWSAppSync 
GraphQL エンドポイント (https://) に接続できます。アプリケーションは、WebSocketサブスクリプ
ション用の任意のクライアントを使用して、AWSAppSyncリアルタイムエンドポイント (wss://) に接続
できます。

カスタムドメイン名を使用すると、1 つのドメインを使用して両方のエンドポイントを操作できます。た
とえば、api.example.comカスタムドメインとして設定すると、次の URL を使用して GraphQL やリア
ルタイムエンドポイントを操作できます。

AWSAppSyncカスタムドメインの GraphQL エンドポイント:

https://api.example.com/graphql

AWSAppSyncカスタムドメインリアルタイムエンドポイント

wss://api.example.com/graphql/realtime

AWSAppSyncAPI 認証モードに基づくヘッダーパラ
メータフォーマット
接続クエリ文字列で使用されるheaderオブジェクトの形式は、AWSAppSync API 認証モードによって異
なります。hostオブジェクト内のフィールドは、wss://リアルタイムエンドポイントに対してコールが
行われた場合でも、接続の検証に使用されるAWSAppSync GraphQL エンドポイントを参照します。ハン
ドシェイクを開始し、許可された接続を確立するには、payload が空の JSON オブジェクトである必要
があります。

API キー
API キーヘッダー

ヘッダーの内容

• "host": <string>:AWSAppSync GraphQL エンドポイントのホストまたはカスタムドメイン名。
• "x-api-key": <string>: API に設定されたAWSAppSync API キー。

例

{ 
    "host":"example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com", 
    "x-api-key":"da2-12345678901234567890123456"
}

ペイロードコンテンツ

{}

URL をリクエスト
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wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql?
header=eyJob3N0IjoiZXhhbXBsZTEyMzQ1Njc4OTAwMDAuYXBwc3luYy1hcGkudXMtZWFzdC0xLmFtYXpvbmF3cy5jb20iLCJ4LWFtei1kYXRlIjoiMjAyMDA0MDFUMDAxMDEwWiIsIngtYXBpLWtleSI6ImRhMi16NHc0NHZoczV6Z2MzZHRqNXNranJsbGxqaSJ9&payload=e30=

Amazon Cognito ユーザープールと OpenID 接続 (OIDC)
Amazon Cognito と OID リーダー

ヘッダーの内容:

• "Authorization": <string>: JWT ID トークン。ヘッダーにはベアラースキームを使用できます。
• "host": <string>:AWSAppSync GraphQL エンドポイントのホストまたはカスタムドメイン名。

例:

{ 
    
 "Authorization":"eyEXAMPLEiJjbG5xb3A5eW5MK09QYXIrMTJHWEFLSXBieU5WNHhsQjEXAMPLEnM2WldvPSIsImFsZyI6IlEXAMPLEn0.eyEXAMPLEiJhNmNmMjcwNy0xNjgxLTQ1NDItOWYxOC1lNjY0MTg2NjlkMzYiLCJldmVudF9pZCI6ImVkMzM5MmNkLWNjYTMtNGM2OC1hNDYyLTJlZGI3ZTNmY2FjZiIsInRva2VuX3VzZSI6ImFjY2VzcyIsInNjb3BlIjoiYXdzLmNvZ25pdG8uc2lnbmluLnVzZXIuYWRtaW4iLCJhdXRoX3RpbWUiOjE1Njk0NTc3MTgsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9jb2duaXRvLWlkcC5hcC1zb3V0aGVhc3QtMi5hbWF6b25hd3MuY29tXC9hcC1zb3V0aGVhc3QtMl83OHY0SVZibVAiLCJleHAiOjE1Njk0NjEzMjAsImlhdCI6MTU2OTQ1NzcyMCwianRpIjoiNTgzZjhmYmMtMzk2MS00YzA4LWJhZTAtYzQyY2IxMTM5NDY5IiwiY2xpZW50X2lkIjoiM3FlajVlMXZmMzd1N3RoZWw0dG91dDJkMWwiLCJ1c2VybmFtZSI6ImVsb3EXAMPLEn0.B4EXAMPLEFNpJ6ikVp7e6DRee95V6Qi-
zEE2DJH7sHOl2zxYi7f-SmEGoh2AD8emxQRYajByz-rE4Jh0QOymN2Ys-ZIkMpVBTPgu-
TMWDyOHhDUmUj2OP82yeZ3wlZAtr_gM4LzjXUXmI_K2yGjuXfXTaa1mvQEBG0mQfVd7SfwXB-
jcv4RYVi6j25qgow9Ew52ufurPqaK-3WAKG32KpV8J4-Wejq8t0c-
yA7sb8EnB551b7TU93uKRiVVK3E55Nk5ADPoam_WYE45i3s5qVAP_-InW75NUoOCGTsS8YWMfb6ecHYJ-1j-
bzA27zaT9VjctXn9byNFZmEXAMPLExw", 
    "host":"example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com"
}

ペイロードの内容:

{}

リクエストの URL:

wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql?
header=eyJBdXRob3JpemF0aW9uIjoiZXlKcmFXUWlPaUpqYkc1eGIzQTVlVzVNSzA5UVlYSXJNVEpIV0VGTFNYQmllVTVXTkhoc1FqaFBWVzlZTW5NMldsZHZQU0lzSW1Gc1p5STZJbEpUTWpVMkluMC5leUp6ZFdJaU9pSmhObU5tTWpjd055MHhOamd4TFRRMU5ESXRPV1l4T0MxbE5qWTBNVGcyTmpsa016WWlMQ0psZG1WdWRGOXBaQ0k2SW1Wa016TTVNbU5rTFdOallUTXROR00yT0MxaE5EWXlMVEpsWkdJM1pUTm1ZMkZqWmlJc0luUnZhMlZ1WDNWelpTSTZJbUZqWTJWemN5SXNJbk5qYjNCbElqb2lZWGR6TG1OdloyNXBkRzh1YzJsbmJtbHVMblZ6WlhJdVlXUnRhVzRpTENKaGRYUm9YM1JwYldVaU9qRTFOamswTlRjM01UZ3NJbWx6Y3lJNkltaDBkSEJ6T2x3dlhDOWpiMmR1YVhSdkxXbGtjQzVoY0MxemIzVjBhR1ZoYzNRdE1pNWhiV0Y2YjI1aGQzTXVZMjl0WEM5aGNDMXpiM1YwYUdWaGMzUXRNbDgzT0hZMFNWWmliVkFpTENKbGVIQWlPakUxTmprME5qRXpNakFzSW1saGRDSTZNVFUyT1RRMU56Y3lNQ3dpYW5ScElqb2lOVGd6WmpobVltTXRNemsyTVMwMFl6QTRMV0poWlRBdFl6UXlZMkl4TVRNNU5EWTVJaXdpWTJ4cFpXNTBYMmxrSWpvaU0zRmxhalZsTVhabU16ZDFOM1JvWld3MGRHOTFkREprTVd3aUxDSjFjMlZ5Ym1GdFpTSTZJbVZzYjNKNllXWmxJbjAuQjRjZEp0aDNLRk5wSjZpa1ZwN2U2RFJlZTk1VjZRaS16RUUyREpIN3NIT2wyenhZaTdmLVNtRUdvaDJBRDhlbXhRUllhakJ5ei1yRTRKaDBRT3ltTjJZcy1aSWtNcFZCVFBndS1UTVdEeU9IaERVbVVqMk9QODJ5ZVozd2xaQXRyX2dNNEx6alhVWG1JX0syeUdqdVhmWFRhYTFtdlFFQkcwbVFmVmQ3U2Z3WEItamN2NFJZVmk2ajI1cWdvdzlFdzUydWZ1clBxYUstM1dBS0czMktwVjhKNC1XZWpxOHQwYy15QTdzYjhFbkI1NTFiN1RVOTN1S1JpVlZLM0U1NU5rNUFEUG9hbV9XWUU0NWkzczVxVkFQXy1Jblc3NU5Vb09DR1RzUzhZV01mYjZlY0hZSi0xai1iekEyN3phVDlWamN0WG45YnlORlptS0xwQTJMY3h3IiwiaG9zdCI6ImV4YW1wbGUxMjM0NTY3ODkwMDAwLmFwcHN5bmMtYXBpLnVzLWVhc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tIn0=&payload=e30=

IAM
IAM ヘッダー

ヘッダーコンテンツ

• "accept": "application/json, text/javascript": 定数 <string> パラメータ。
• "content-encoding": "amz-1.0": 定数 <string> パラメータ。
• "content-type": "application/json; charset=UTF-8": 定数 <string> パラメータ。
• "host": <string>: これはAWSAppSync GraphQL エンドポイントのホストです。

• "x-amz-date": <string>: タイムスタンプは UTC で、YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z たとえ
ば、20150830T123600Z は有効なタイムスタンプです。タイムスタンプにミリ秒を含めないでくだ
さい。詳細については、の「署名バージョン 4 での日付の処理」を参照してくださいAWS 全般のリ
ファレンス。

• "X-Amz-Security-Token": <string>: 一時的なセキュリティ認証情報を使用する場合に必要に
なる、AWSセッショントークン。詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS リソースを使用し
た一時的なセキュリティ認証情報の使用」を参照してください。

• "Authorization": <string>:AWSAppSync エンドポイントの署名バージョン 4 (SigV4) 署名情
報。署名プロセスの詳細については、のタスク 4: HTTP リクエストに署名を追加するを参照してくだ
さいAWS 全般のリファレンス。
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SigV4 署名の HTTP リクエストには、正規の URL が含まれています。これはAWSAppSync GraphQL/
connect エンドポイントが追加されたものです。AWSサービスエンドポイントのリージョンは
AWSAppSync API を使用しているのと同じリージョンで、サービス名は 'appsync' です。署名する HTTP 
リクエストは次のとおりです。

{ 
  url: "https://example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql/connect", 
  data: "{}", 
  method: "POST", 
  headers: { 
    "accept": "application/json, text/javascript", 
    "content-encoding": "amz-1.0", 
    "content-type": "application/json; charset=UTF-8", 
  }
}

例

{ 
  "accept": "application/json, text/javascript", 
  "content-encoding": "amz-1.0", 
  "content-type": "application/json; charset=UTF-8", 
  "host": "example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com", 
  "x-amz-date": "20200401T001010Z", 
  "X-Amz-Security-Token": 
 "AgEXAMPLEZ2luX2VjEAoaDmFwLXNvdXRoZWFEXAMPLEcwRQIgAh97Cljq7wOPL8KsxP3YtDuyc/9hAj8PhJ7Fvf38SgoCIQDhJEXAMPLEPspioOztj
+
+pEagWCveZUjKEn0zyUhBEXAMPLEjj//////////8BEXAMPLExODk2NDgyNzg1NSIMo1mWnpESWUoYw4BkKqEFSrm3DXuL8w
+ZbVc4JKjDP4vUCKNR6Le9C9pZp9PsW0NoFy3vLBUdAXEXAMPLEOVG8feXfiEEA+1khgFK/
wEtwR+9zF7NaMMMse07wN2gG2tH0eKMEXAMPLEQX+sMbytQo8iepP9PZOzlZsSFb/
dP5Q8hk6YEXAMPLEYcKZsTkDAq2uKFQ8mYUVA9EtQnNRiFLEY83aKvG/tqLWNnGlSNVx7SMcfovkFDqQamm
+88y1OwwAEYK7qcoceX6Z7GGcaYuIfGpaX2MCCELeQvZ+8WxEgOnIfz7GYvsYNjLZSaRnV4G
+ILY1F0QNW64S9Nvj+BwDg3ht2CrNvpwjVYlj9U3nmxE0UG5ne83LL5hhqMpm25kmL7enVgw2kQzmU2id4IKu0C/
WaoDRuO2F5zE63vJbxN8AYs7338+4B4HBb6BZ6OUgg96Q15RA41/
gIqxaVPxyTpDfTU5GfSLxocdYeniqqpFMtZG2n9d0u7GsQNcFkNcG3qDZm4tDo8tZbuym0a2VcF2E5hFEgXBa
+XLJCfXi/77OqAEjP0x7Qdk3B43p8KG/BaioP5RsV8zBGvH1zAgyPha2rN70/
tT13yrmPd5QYEfwzexjKrV4mWIuRg8NTHYSZJUaeyCwTom80VFUJXG
+GYTUyv5W22aBcnoRGiCiKEYTLOkgXecdKFTHmcIAejQ9Welr0a196Kq87w5KNMCkcCGFnwBNFLmfnbpNqT6rUBxxs3X5ntX9d8HVtSYINTsGXXMZCJ7fnbWajhg/
aox0FtHX21eF6qIGT8j1z+l2opU+ggwUgkhUUgCH2TfqBj+MLMVVvpgqJsPKt582caFKArIFIvO
+9QupxLnEH2hz04TMTfnU6bQC6z1buVe7h
+tOLnh1YPFsLQ88anib/7TTC8k9DsBTq0ASe8R2GbSEsmO9qbbMwgEaYUhOKtGeyQsSJdhSk6XxXThrWL9EnwBCXDkICMqdntAxyyM9nWsZ4bL9JHqExgWUmfWChzPFAqn3F4y896UqHTZxlq3WGypn5HHcem2Hqf3IVxKH1inhqdVtkryEiTWrI7ZdjbqnqRbl
+WgtPtKOOweDlCaRs3R2qXcbNgVhleMk4IWnF8D1695AenU1LwHjOJLkCjxgNFiWAFEPH9aEXAMPLExA==", 
  "Authorization": "AWS4-HMAC-SHA256 Credential=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/20200401/
us-east-1/appsync/aws4_request, SignedHeaders=accept;content-
encoding;content-type;host;x-amz-date;x-amz-security-token, 
 Signature=83EXAMPLEbcc1fe3ee69f75cd5ebbf4cb4f150e4f99cec869f149c5EXAMPLEdc"
}

ペイロードコンテンツ

{}

URL をリクエスト

wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql?
header=eyEXAMPLEHQiOiJhcHBsaWNhdGlvbi9qc29uLCB0ZXh0L2phdmFEXAMPLEQiLCJjb250ZW50LWVuY29kaW5nIjoEXAMPLEEuMCIsImNvbnRlbnQtdHlwZSI6ImFwcGxpY2F0aW9EXAMPLE47IGNoYXJzZXQ9VVRGLTgiLCJob3N0IjoiZXhhbXBsZEXAMPLENjc4OTAwMDAuYXBwc3luYy1hcGkudXMtZWFzdC0xLmFtYEXAMPLEcy5jb20iLCJ4LWFtei1kYXRlIjoiMjAyMDA0MDFUMDAxMDEwWiIsIlgtEXAMPLElY3VyaXR5LVRva2VuIjoiQWdvSmIzSnBaMmx1WDJWakVBb2FEbUZ3TFhOdmRYUm9aV0Z6ZEMweUlrY3dSUUlnQWg5N0NsanE3d09QTDhLc3hQM1l0RHV5Yy85aEFqOFBoSjdGdmYzOFNnb0NJUURoSllKYkpsbmpQc3Bpb096dGorK3BFYWdXQ3ZlWlVqS0VuMHp5VWhCbXhpck5CUWpqLy8vLy8vLy8vLzhCRUFBYUREY3hPRGsyTkRneU56ZzFOU0lNbzFtV25wRVNXVW9ZdzRCa0txRUZTcm0zRFh1TDh3K1piVmM0SktqRFA0dlVDS05SNkxlOUM5cFpwOVBzVzBOb0Z5M3ZMQlVkQVh3dDZQSld1T1ZHOGZlWGZpRUVBKzFraGdGSy93RXR3Uis5ekY3TmFNTU1zZTA3d04yZ0cydEgwZUtNVFhuOEF3QVFYK3NNYnl0UW84aWVwUDlQWk96bFpzU0ZiL2RQNVE4aGs2WWpHVGFMMWVZY0tac1RrREFxMnVLRlE4bVlVVkE5RXRRbk5SaUZMRVk4M2FLdkcvdHFMV05uR2xTTlZ4N1NNY2ZvdmtGRHFRYW1tKzg4eTFPd3dBRVlLN3Fjb2NlWDZaN0dHY2FZdUlmR3BhWDJNQ0NFTGVRdlorOFd4RWdPbklmejdHWXZzWU5qTFpTYVJuVjRHK0lMWTFGMFFOVzY0UzlOdmorQndEZzNodDJDck52cHdqVllsajlVM25teEUwVUc1bmU4M0xMNWhocU1wbTI1a21MN2VuVmd3MmtRem1VMmlkNElLdTBDL1dhb0RSdU8yRjV6RTYzdkpieE44QVlzNzMzOCs0QjRIQmI2Qlo2T1VnZzk2UTE1UkE0MS9nSXF4YVZQeHlUcERmVFU1R2ZTTHhvY2RZZW5pcXFwRk10WkcybjlkMHU3R3NRTmNGa05jRzNxRFptNHREbzh0WmJ1eW0wYTJWY0YyRTVoRkVnWEJhK1hMSkNmWGkvNzdPcUFFalAweDdRZGszQjQzcDhLRy9CYWlvUDVSc1Y4ekJHdkgxekFneVBoYTJyTjcwL3RUMTN5cm1QZDVRWUVmd3pleGpLclY0bVdJdVJnOE5USFlTWkpVYWV5Q3dUb204MFZGVUpYRytHWVRVeXY1VzIyYUJjbm9SR2lDaUtFWVRMT2tnWGVjZEtGVEhtY0lBZWpROVdlbHIwYTE5NktxODd3NUtOTUNrY0NHRm53Qk5GTG1mbmJwTnFUNnJVQnh4czNYNW50WDlkOEhWdFNZSU5Uc0dYWE1aQ0o3Zm5iV2FqaGcvYW94MEZ0SFgyMWVGNnFJR1Q4ajF6K2wyb3BVK2dnd1Vna2hVVWdDSDJUZnFCaitNTE1WVnZwZ3FKc1BLdDU4MmNhRktBcklGSXZPKzlRdXB4TG5FSDJoejA0VE1UZm5VNmJRQzZ6MWJ1VmU3aCt0T0xuaDFZUEZzTFE4OGFuaWIvN1RUQzhrOURzQlRxMEFTZThSMkdiU0VzbU85cWJiTXdnRWFZVWhPS3RHZXlRc1NKZGhTazZYeFhUaHJXTDlFbndCQ1hEa0lDTXFkbnRBeHl5TTluV3NaNGJMOUpIcUV4Z1dVbWZXQ2h6UEZBcW4zRjR5ODk2VXFIVFp4bHEzV0d5cG41SEhjZW0ySHFmM0lWeEtIMWluaHFkVnRrcnlFaVRXckk3WmRqYnFucVJibCtXZ3RQdEtPT3dlRGxDYVJzM1IycVhjYk5nVmhsZU1rNElXbkY4RDE2OTVBZW5VMUx3SGpPSkxrQ2p4Z05GaVdBRkVQSDlhTklhcXMvWnhBPT0iLCJBdXRob3JpemF0aW9uIjoiQVdTNC1ITUFDLVNIQTI1NiBDcmVkZW50aWFsPVhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFgvMjAxOTEwMDIvdXMtZWFzdC0xEXAMPLE5bmMvYXdzNF9yZXF1ZXN0LCBTaWduZWRIZWFkZXJzPWFjY2VwdDtjb250ZWEXAMPLE29kaW5nO2NvbnRlbnQtdHlwZTtob3EXAMPLEW16LWRhdGU7eC1hbXotc2VjdXJpdHktdG9rZW4sIFNpZ25hdHVyZT04MzE4EXAMPLEiY2MxZmUzZWU2OWY3NWNkEXAMPLE0Y2I0ZjE1MGU0Zjk5Y2VjODY5ZjE0OWM1ZDAzNDEXAMPLEn0=&payload=e30=

カスタムドメインを使用してリクエストに署名するには

{ 
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AWSAppSyncAPI 認証モードに基づ
くヘッダーパラメータフォーマット

  url: "https://api.example.com/graphql/connect", 
  data: "{}", 
  method: "POST", 
  headers: { 
    "accept": "application/json, text/javascript", 
    "content-encoding": "amz-1.0", 
    "content-type": "application/json; charset=UTF-8", 
  }
}

例

{ 
  "accept": "application/json, text/javascript", 
  "content-encoding": "amz-1.0", 
  "content-type": "application/json; charset=UTF-8", 
  "host": "api.example.com", 
  "x-amz-date": "20200401T001010Z", 
  "X-Amz-Security-Token": 
 "AgEXAMPLEZ2luX2VjEAoaDmFwLXNvdXRoZWFEXAMPLEcwRQIgAh97Cljq7wOPL8KsxP3YtDuyc/9hAj8PhJ7Fvf38SgoCIQDhJEXAMPLEPspioOztj
+
+pEagWCveZUjKEn0zyUhBEXAMPLEjj//////////8BEXAMPLExODk2NDgyNzg1NSIMo1mWnpESWUoYw4BkKqEFSrm3DXuL8w
+ZbVc4JKjDP4vUCKNR6Le9C9pZp9PsW0NoFy3vLBUdAXEXAMPLEOVG8feXfiEEA+1khgFK/
wEtwR+9zF7NaMMMse07wN2gG2tH0eKMEXAMPLEQX+sMbytQo8iepP9PZOzlZsSFb/
dP5Q8hk6YEXAMPLEYcKZsTkDAq2uKFQ8mYUVA9EtQnNRiFLEY83aKvG/tqLWNnGlSNVx7SMcfovkFDqQamm
+88y1OwwAEYK7qcoceX6Z7GGcaYuIfGpaX2MCCELeQvZ+8WxEgOnIfz7GYvsYNjLZSaRnV4G
+ILY1F0QNW64S9Nvj+BwDg3ht2CrNvpwjVYlj9U3nmxE0UG5ne83LL5hhqMpm25kmL7enVgw2kQzmU2id4IKu0C/
WaoDRuO2F5zE63vJbxN8AYs7338+4B4HBb6BZ6OUgg96Q15RA41/
gIqxaVPxyTpDfTU5GfSLxocdYeniqqpFMtZG2n9d0u7GsQNcFkNcG3qDZm4tDo8tZbuym0a2VcF2E5hFEgXBa
+XLJCfXi/77OqAEjP0x7Qdk3B43p8KG/BaioP5RsV8zBGvH1zAgyPha2rN70/
tT13yrmPd5QYEfwzexjKrV4mWIuRg8NTHYSZJUaeyCwTom80VFUJXG
+GYTUyv5W22aBcnoRGiCiKEYTLOkgXecdKFTHmcIAejQ9Welr0a196Kq87w5KNMCkcCGFnwBNFLmfnbpNqT6rUBxxs3X5ntX9d8HVtSYINTsGXXMZCJ7fnbWajhg/
aox0FtHX21eF6qIGT8j1z+l2opU+ggwUgkhUUgCH2TfqBj+MLMVVvpgqJsPKt582caFKArIFIvO
+9QupxLnEH2hz04TMTfnU6bQC6z1buVe7h
+tOLnh1YPFsLQ88anib/7TTC8k9DsBTq0ASe8R2GbSEsmO9qbbMwgEaYUhOKtGeyQsSJdhSk6XxXThrWL9EnwBCXDkICMqdntAxyyM9nWsZ4bL9JHqExgWUmfWChzPFAqn3F4y896UqHTZxlq3WGypn5HHcem2Hqf3IVxKH1inhqdVtkryEiTWrI7ZdjbqnqRbl
+WgtPtKOOweDlCaRs3R2qXcbNgVhleMk4IWnF8D1695AenU1LwHjOJLkCjxgNFiWAFEPH9aEXAMPLExA==", 
  "Authorization": "AWS4-HMAC-SHA256 Credential=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/20200401/
us-east-1/appsync/aws4_request, SignedHeaders=accept;content-
encoding;content-type;host;x-amz-date;x-amz-security-token, 
 Signature=83EXAMPLEbcc1fe3ee69f75cd5ebbf4cb4f150e4f99cec869f149c5EXAMPLEdc"
}

ペイロードコンテンツ

{}

URL をリクエスト

wss://api.example.com/graphql?
header=eyEXAMPLEHQiOiJhcHBsaWNhdGlvbi9qc29uLCB0ZXh0L2phdmFEXAMPLEQiLCJjb250ZW50LWVuY29kaW5nIjoEXAMPLEEuMCIsImNvbnRlbnQtdHlwZSI6ImFwcGxpY2F0aW9EXAMPLE47IGNoYXJzZXQ9VVRGLTgiLCJob3N0IjoiZXhhbXBsZEXAMPLENjc4OTAwMDAuYXBwc3luYy1hcGkudXMtZWFzdC0xLmFtYEXAMPLEcy5jb20iLCJ4LWFtei1kYXRlIjoiMjAyMDA0MDFUMDAxMDEwWiIsIlgtEXAMPLElY3VyaXR5LVRva2VuIjoiQWdvSmIzSnBaMmx1WDJWakVBb2FEbUZ3TFhOdmRYUm9aV0Z6ZEMweUlrY3dSUUlnQWg5N0NsanE3d09QTDhLc3hQM1l0RHV5Yy85aEFqOFBoSjdGdmYzOFNnb0NJUURoSllKYkpsbmpQc3Bpb096dGorK3BFYWdXQ3ZlWlVqS0VuMHp5VWhCbXhpck5CUWpqLy8vLy8vLy8vLzhCRUFBYUREY3hPRGsyTkRneU56ZzFOU0lNbzFtV25wRVNXVW9ZdzRCa0txRUZTcm0zRFh1TDh3K1piVmM0SktqRFA0dlVDS05SNkxlOUM5cFpwOVBzVzBOb0Z5M3ZMQlVkQVh3dDZQSld1T1ZHOGZlWGZpRUVBKzFraGdGSy93RXR3Uis5ekY3TmFNTU1zZTA3d04yZ0cydEgwZUtNVFhuOEF3QVFYK3NNYnl0UW84aWVwUDlQWk96bFpzU0ZiL2RQNVE4aGs2WWpHVGFMMWVZY0tac1RrREFxMnVLRlE4bVlVVkE5RXRRbk5SaUZMRVk4M2FLdkcvdHFMV05uR2xTTlZ4N1NNY2ZvdmtGRHFRYW1tKzg4eTFPd3dBRVlLN3Fjb2NlWDZaN0dHY2FZdUlmR3BhWDJNQ0NFTGVRdlorOFd4RWdPbklmejdHWXZzWU5qTFpTYVJuVjRHK0lMWTFGMFFOVzY0UzlOdmorQndEZzNodDJDck52cHdqVllsajlVM25teEUwVUc1bmU4M0xMNWhocU1wbTI1a21MN2VuVmd3MmtRem1VMmlkNElLdTBDL1dhb0RSdU8yRjV6RTYzdkpieE44QVlzNzMzOCs0QjRIQmI2Qlo2T1VnZzk2UTE1UkE0MS9nSXF4YVZQeHlUcERmVFU1R2ZTTHhvY2RZZW5pcXFwRk10WkcybjlkMHU3R3NRTmNGa05jRzNxRFptNHREbzh0WmJ1eW0wYTJWY0YyRTVoRkVnWEJhK1hMSkNmWGkvNzdPcUFFalAweDdRZGszQjQzcDhLRy9CYWlvUDVSc1Y4ekJHdkgxekFneVBoYTJyTjcwL3RUMTN5cm1QZDVRWUVmd3pleGpLclY0bVdJdVJnOE5USFlTWkpVYWV5Q3dUb204MFZGVUpYRytHWVRVeXY1VzIyYUJjbm9SR2lDaUtFWVRMT2tnWGVjZEtGVEhtY0lBZWpROVdlbHIwYTE5NktxODd3NUtOTUNrY0NHRm53Qk5GTG1mbmJwTnFUNnJVQnh4czNYNW50WDlkOEhWdFNZSU5Uc0dYWE1aQ0o3Zm5iV2FqaGcvYW94MEZ0SFgyMWVGNnFJR1Q4ajF6K2wyb3BVK2dnd1Vna2hVVWdDSDJUZnFCaitNTE1WVnZwZ3FKc1BLdDU4MmNhRktBcklGSXZPKzlRdXB4TG5FSDJoejA0VE1UZm5VNmJRQzZ6MWJ1VmU3aCt0T0xuaDFZUEZzTFE4OGFuaWIvN1RUQzhrOURzQlRxMEFTZThSMkdiU0VzbU85cWJiTXdnRWFZVWhPS3RHZXlRc1NKZGhTazZYeFhUaHJXTDlFbndCQ1hEa0lDTXFkbnRBeHl5TTluV3NaNGJMOUpIcUV4Z1dVbWZXQ2h6UEZBcW4zRjR5ODk2VXFIVFp4bHEzV0d5cG41SEhjZW0ySHFmM0lWeEtIMWluaHFkVnRrcnlFaVRXckk3WmRqYnFucVJibCtXZ3RQdEtPT3dlRGxDYVJzM1IycVhjYk5nVmhsZU1rNElXbkY4RDE2OTVBZW5VMUx3SGpPSkxrQ2p4Z05GaVdBRkVQSDlhTklhcXMvWnhBPT0iLCJBdXRob3JpemF0aW9uIjoiQVdTNC1ITUFDLVNIQTI1NiBDcmVkZW50aWFsPVhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFgvMjAxOTEwMDIvdXMtZWFzdC0xEXAMPLE5bmMvYXdzNF9yZXF1ZXN0LCBTaWduZWRIZWFkZXJzPWFjY2VwdDtjb250ZWEXAMPLE29kaW5nO2NvbnRlbnQtdHlwZTtob3EXAMPLEW16LWRhdGU7eC1hbXotc2VjdXJpdHktdG9rZW4sIFNpZ25hdHVyZT04MzE4EXAMPLEiY2MxZmUzZWU2OWY3NWNkEXAMPLE0Y2I0ZjE1MGU0Zjk5Y2VjODY5ZjE0OWM1ZDAzNDEXAMPLEn0=&payload=e30=

Note

1WebSocket つの接続に複数のサブスクリプションを設定できます (認証モードが異なっていて
も)。これを実装する1つの方法は、WebSocket最初のサブスクリプションの接続を作成し、最後
のサブスクリプションが登録解除されたときに接続を閉じることです。最後のサブスクリプショ
ンが登録解除された直後にアプリがサブスクライブされた場合に備えて、WebSocket接続を閉じ
る前に数秒待つことでこれを最適化できます。モバイルアプリの例では、ある画面から別の画面
に変更すると、マウント解除イベントでサブスクリプションが停止し、マウントイベントで別の
サブスクリプションが開始されます。

252



AWS AppSync デベロッパーガイド
WebSocketリアルタイムオペレーション

Lambda 認証
Lambda 認証ヘッダー

ヘッダーコンテンツ

• "Authorization": <string>: として渡される値authorizationToken。
• "host": <string>:AWSAppSync GraphQL エンドポイントのホストまたはカスタムドメイン名。

例

{ 
    
 "Authorization":"M0UzQzM1MkQtMkI0Ni00OTZCLUI1NkQtMUM0MTQ0QjVBRTczCkI1REEzRTIxLTk5NzItNDJENi1BQjMwLTFCNjRFNzQ2NzlCNQo=", 
    "host":"example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com"
}

ペイロードコンテンツ

{}

URL をリクエスト

wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql?
header=eyJBdXRob3JpemF0aW9uIjoiZXlKcmFXUWlPaUpqYkc1eGIzQTVlVzVNSzA5UVlYSXJNVEpIV0VGTFNYQmllVTVXTkhoc1FqaFBWVzlZTW5NMldsZHZQU0lzSW1Gc1p5STZJbEpUTWpVMkluMC5leUp6ZFdJaU9pSmhObU5tTWpjd055MHhOamd4TFRRMU5ESXRPV1l4T0MxbE5qWTBNVGcyTmpsa016WWlMQ0psZG1WdWRGOXBaQ0k2SW1Wa016TTVNbU5rTFdOallUTXROR00yT0MxaE5EWXlMVEpsWkdJM1pUTm1ZMkZqWmlJc0luUnZhMlZ1WDNWelpTSTZJbUZqWTJWemN5SXNJbk5qYjNCbElqb2lZWGR6TG1OdloyNXBkRzh1YzJsbmJtbHVMblZ6WlhJdVlXUnRhVzRpTENKaGRYUm9YM1JwYldVaU9qRTFOamswTlRjM01UZ3NJbWx6Y3lJNkltaDBkSEJ6T2x3dlhDOWpiMmR1YVhSdkxXbGtjQzVoY0MxemIzVjBhR1ZoYzNRdE1pNWhiV0Y2YjI1aGQzTXVZMjl0WEM5aGNDMXpiM1YwYUdWaGMzUXRNbDgzT0hZMFNWWmliVkFpTENKbGVIQWlPakUxTmprME5qRXpNakFzSW1saGRDSTZNVFUyT1RRMU56Y3lNQ3dpYW5ScElqb2lOVGd6WmpobVltTXRNemsyTVMwMFl6QTRMV0poWlRBdFl6UXlZMkl4TVRNNU5EWTVJaXdpWTJ4cFpXNTBYMmxrSWpvaU0zRmxhalZsTVhabU16ZDFOM1JvWld3MGRHOTFkREprTVd3aUxDSjFjMlZ5Ym1GdFpTSTZJbVZzYjNKNllXWmxJbjAuQjRjZEp0aDNLRk5wSjZpa1ZwN2U2RFJlZTk1VjZRaS16RUUyREpIN3NIT2wyenhZaTdmLVNtRUdvaDJBRDhlbXhRUllhakJ5ei1yRTRKaDBRT3ltTjJZcy1aSWtNcFZCVFBndS1UTVdEeU9IaERVbVVqMk9QODJ5ZVozd2xaQXRyX2dNNEx6alhVWG1JX0syeUdqdVhmWFRhYTFtdlFFQkcwbVFmVmQ3U2Z3WEItamN2NFJZVmk2ajI1cWdvdzlFdzUydWZ1clBxYUstM1dBS0czMktwVjhKNC1XZWpxOHQwYy15QTdzYjhFbkI1NTFiN1RVOTN1S1JpVlZLM0U1NU5rNUFEUG9hbV9XWUU0NWkzczVxVkFQXy1Jblc3NU5Vb09DR1RzUzhZV01mYjZlY0hZSi0xai1iekEyN3phVDlWamN0WG45YnlORlptS0xwQTJMY3h3IiwiaG9zdCI6ImV4YW1wbGUxMjM0NTY3ODkwMDAwLmFwcHN5bmMtYXBpLnVzLWVhc3QtMS5hbWF6b25hd3MuY29tIn0=&payload=e30=

WebSocketリアルタイムオペレーション
WebSocketとのハンドシェイクを開始した後、クライアントはAWSAppSync、AWSAppSync異なるオペ
レーションのために接続するために、後続のメッセージを送信する必要があります。これらのメッセージ
には、次のデータが必要です。

• type: 操作のタイプ。
• id: サブスクリプションに固有の識別子。この目的のために UUID を使用することをお勧めします。
• payload: 関連するペイロード (操作タイプによって異なります)。

typeこのフィールドは唯一の必須フィールドで、idpayloadおよびフィールドはオプションです。

イベントのシーケンス
サブスクリプションリクエストを正常に開始、確立、登録、処理するには、クライアントは次の順序を実
行する必要があります。

1. 接続の初期化 (connection_init)
2. 接続確認応答 (connection_ack)
3. サブスクリプション登録 (start)
4. サブスクリプション確認応答 (start_ack)
5. サブスクリプションの処理 (data)
6. サブスクリプションの登録解除 (stop)
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接続初期化メッセージ

接続初期化メッセージ
ハンドシェイクが成功した後、クライアントは、connection_initAWSAppSyncリアルタイムエンドポ
イントとの通信を開始するためにメッセージを送信する必要があります。このステップを実行しないと、
他のすべてのメッセージは無視されます。メッセージは、以下の JSON オブジェクトを次のように文字列
化することによって得られる文字列です。

{ "type": "connection_init" }

接続確認メッセージ
connection_init メッセージを送信した後、クライアントは connection_ack メッセージを待つ必要
があります。connection_ack受信前に送信されたすべてのメッセージは無視されます。メッセージは次
のように表示されるはずです。

{ 
  "type": "connection_ack", 
  "payload": { 
    // Time in milliseconds waiting for ka message before the client should terminate the 
 WebSocket connection 
    "connectionTimeoutMs": 300000 
  }
}

キープアライブメッセージ
接続確認メッセージに加えて、クライアントはキープアライブメッセージを定期的に受信します。クライ
アントが接続タイムアウト期間内にキープアライブメッセージを受信しない場合、クライアントは接続
を閉じる必要があります。 AWSAppSync接続を自動的にシャットダウンするまで (24 時間後)、これらの
メッセージを送信し、登録済みサブスクリプションを処理し続けます。キープアライブメッセージはハー
トビートであり、クライアントが確認する必要はありません。

{ "type": "ka" }

サブスクリプション登録メッセージ
connection_ackクライアントがメッセージを受信すると、クライアントはサブスクリプション登録メッ
セージをに送信できますAWSAppSync。このタイプのメッセージは、次のフィールドを含む文字列化され
た JSON オブジェクトです。

• "id": <string>: サブスクリプションの ID。この ID はサブスクリプションごとに一意である必要が
あります。そうでない場合、サーバーはサブスクリプション ID が重複していることを示すエラーを返し
ます。

• "type": "start": 定数 <string> パラメータ。
• "payload": <Object>: サブスクリプションに関連する情報が含まれるオブジェクト。

• "data": <string>: GraphQL クエリと変数を含む文字列化された JSON オブジェクト。
• "query": <string>: GraphQL オペレーション。
• "variables": <Object>: クエリの変数を含むオブジェクト。

• "extensions": <Object>: 認証オブジェクトを含むオブジェクト。
• "authorization": <Object>: 認証に必要なフィールドを含むオブジェクト。
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サブスクリプション登録の認証オブジェクト
また、AWSAppSyncAPI 認証モードに基づくヘッダーパラメータフォーマット (p. 249) セクションにあ
る同じルールが認証オブジェクトに適用されます。唯一の例外は IAM で、SigV4 署名情報がわずかに異な
ります。詳細については、IAM の例を参照してください。

Amazon Cognito ユーザープールの使用例:

{ 
  "id": "ee849ef0-cf23-4cb8-9fcb-152ae4fd1e69", 
  "payload": { 
    "data": "{\"query\":\"subscription onCreateMessage {\\n onCreateMessage {\\n __typename
\\n message\\n }\\n }\",\"variables\":{}}", 
      "extensions": { 
        "authorization": { 
          "Authorization": 
 "eyEXAMPLEiJjbG5xb3A5eW5MK09QYXIrMTJEXAMPLEBieU5WNHhsQjhPVW9YMnM2WldvPSIsImFsZyI6IlEXAMPLEn0.eyJzdWIiOiJhNmNmMjcwNy0xNjgxLTQ1NDItEXAMPLENjY0MTg2NjlkMzYiLCJldmVudF9pZCI6ImU3YWVmMzEyLWUEXAMPLEY0Zi04YjlhLTRjMWY5M2Q5ZTQ2OCIsInRva2VuX3VzZSI6ImFjY2VzcyIsIEXAMPLEIjoiYXdzLmNvZ25pdG8uc2lnbmluLnVzZXIuYWRtaW4iLCJhdXRoX3RpbWUiOjE1Njk2MTgzMzgsImlzcyI6Imh0dEXAMPLEXC9jb2duaXRvLWlkcC5hcC1zb3V0aGVhc3QtMi5hbWF6b25hd3MuY29tXC9hcC1zbEXAMPLEc3QtMl83OHY0SVZibVAiLCJleHAiOjE1NzAyNTQ3NTUsImlhdCI6MTU3MDI1MTE1NSwianRpIjoiMmIEXAMPLEktZTVkMi00ZDhkLWJiYjItNjA0YWI4MDEwOTg3IiwiY2xpZW50X2lkIjoiM3FlajVlMXZmMzd1EXAMPLE0dG91dDJkMWwiLCJ1c2VybmFtZSI6ImVsb3J6YWZlIn0.CT-
qTCtrYeboUJ4luRSTPXaNewNeEXAMPLE14C6sfg05tO0fOMpiUwj9k19gtNCCMqoSsjtQoUweFnH4JYa5EXAMPLEVxOyQEQ4G7jQrt5Ks6STn53vuseR3zRW9snWgwz7t3ZmQU-
RWvW7yQU3sNQRLEXAMPLEcd0yufBiCYs3dfQxTTdvR1B6Wz6CD78lfNeKqfzzUn2beMoup2h6EXAMPLE4ow8cUPUPvG0DzRtHNMbWskjPanu7OuoZ8iFO_Eot9kTtAlVKYoNbWkZhkD8dxutyoU4RSH5JoLAnrGF5c8iKgv0B2dfEXAMPLEIihxaZVJ9w9w48S4EXAMPLEcA", 
          "host": "example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com" 
         } 
      } 
  }, 
  "type": "start"
}

IAM の使用例:

{ 
  "id": "eEXAMPLE-cf23-1234-5678-152EXAMPLE69", 
  "payload": { 
    "data": "{\"query\":\"subscription onCreateMessage {\\n onCreateMessage {\\n __typename
\\n message\\n }\\n }\",\"variables\":{}}", 
    "extensions": { 
      "authorization": { 
        "accept": "application/json, text/javascript", 
        "content-type": "application/json; charset=UTF-8", 
        "X-Amz-Security-Token": 
 "AgEXAMPLEZ2luX2VjEAoaDmFwLXNvdXRoZWFEXAMPLEcwRQIgAh97Cljq7wOPL8KsxP3YtDuyc/9hAj8PhJ7Fvf38SgoCIQDhJEXAMPLEPspioOztj
+
+pEagWCveZUjKEn0zyUhBEXAMPLEjj//////////8BEXAMPLExODk2NDgyNzg1NSIMo1mWnpESWUoYw4BkKqEFSrm3DXuL8w
+ZbVc4JKjDP4vUCKNR6Le9C9pZp9PsW0NoFy3vLBUdAXEXAMPLEOVG8feXfiEEA+1khgFK/
wEtwR+9zF7NaMMMse07wN2gG2tH0eKMEXAMPLEQX+sMbytQo8iepP9PZOzlZsSFb/
dP5Q8hk6YEXAMPLEYcKZsTkDAq2uKFQ8mYUVA9EtQnNRiFLEY83aKvG/tqLWNnGlSNVx7SMcfovkFDqQamm
+88y1OwwAEYK7qcoceX6Z7GGcaYuIfGpaX2MCCELeQvZ+8WxEgOnIfz7GYvsYNjLZSaRnV4G
+ILY1F0QNW64S9Nvj+BwDg3ht2CrNvpwjVYlj9U3nmxE0UG5ne83LL5hhqMpm25kmL7enVgw2kQzmU2id4IKu0C/
WaoDRuO2F5zE63vJbxN8AYs7338+4B4HBb6BZ6OUgg96Q15RA41/
gIqxaVPxyTpDfTU5GfSLxocdYeniqqpFMtZG2n9d0u7GsQNcFkNcG3qDZm4tDo8tZbuym0a2VcF2E5hFEgXBa
+XLJCfXi/77OqAEjP0x7Qdk3B43p8KG/BaioP5RsV8zBGvH1zAgyPha2rN70/
tT13yrmPd5QYEfwzexjKrV4mWIuRg8NTHYSZJUaeyCwTom80VFUJXG
+GYTUyv5W22aBcnoRGiCiKEYTLOkgXecdKFTHmcIAejQ9Welr0a196Kq87w5KNMCkcCGFnwBNFLmfnbpNqT6rUBxxs3X5ntX9d8HVtSYINTsGXXMZCJ7fnbWajhg/
aox0FtHX21eF6qIGT8j1z+l2opU+ggwUgkhUUgCH2TfqBj+MLMVVvpgqJsPKt582caFKArIFIvO
+9QupxLnEH2hz04TMTfnU6bQC6z1buVe7h
+tOLnh1YPFsLQ88anib/7TTC8k9DsBTq0ASe8R2GbSEsmO9qbbMwgEaYUhOKtGeyQsSJdhSk6XxXThrWL9EnwBCXDkICMqdntAxyyM9nWsZ4bL9JHqExgWUmfWChzPFAqn3F4y896UqHTZxlq3WGypn5HHcem2Hqf3IVxKH1inhqdVtkryEiTWrI7ZdjbqnqRbl
+WgtPtKOOweDlCaRs3R2qXcbNgVhleMk4IWnF8D1695AenU1LwHjOJLkCjxgNFiWAFEPH9aEXAMPLExA==", 
        "Authorization": "AWS4-HMAC-SHA256 Credential=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/20200401/
us-east-1/appsync/aws4_request, SignedHeaders=accept;content-
encoding;content-type;host;x-amz-date;x-amz-security-token, 
 Signature=b90131a61a7c4318e1c35ead5dbfdeb46339a7585bbdbeceeaff51f4022eb1fd", 
        "content-encoding": "amz-1.0", 
        "host": "example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com", 
        "x-amz-date": "20200401T001010Z" 
      } 
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    } 
  }, 
  "type": "start"
}

カスタムドメイン名を使用した例

{ 
  "id": "key-cf23-4cb8-9fcb-152ae4fd1e69", 
  "payload": { 
    "data": "{\"query\":\"subscription onCreateMessage {\\n onCreateMessage {\\n __typename
\\n message\\n }\\n }\",\"variables\":{}}", 
      "extensions": { 
        "authorization": { 
          "x-api-key": "da2-12345678901234567890123456", 
          "host": "api.example.com" 
         } 
      } 
  }, 
  "type": "start"
}

SigV4 シグネチャを URL/connect に追加する必要はなく、JSON 文字列化された GraphQLdata オペ
レーションが置き換わります。以下は SigV4 署名リクエストの例です。

{ 
  url: "https://example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql", 
  data: "{\"query\":\"subscription onCreateMessage {\\n onCreateMessage {\\n __typename\\n 
 message\\n }\\n }\",\"variables\":{}}", 
  method: "POST", 
  headers: { 
    "accept": "application/json, text/javascript", 
    "content-encoding": "amz-1.0", 
    "content-type": "application/json; charset=UTF-8", 
  }
}

購読確認メッセージ
サブスクリプション開始メッセージを送信した後、クライアントは、AWSAppSyncstart_ackメッセー
ジの送信を待機する必要があります。start_ackメッセージは、サブスクリプションが成功したことを示
します。

購読確認の例:

{ 
  "type": "start_ack", 
  "id": "eEXAMPLE-cf23-1234-5678-152EXAMPLE69"
}

エラーメッセージ
接続の初期化またはサブスクリプション登録が失敗した場合、またはサブスクリプションがサーバーから
終了した場合、サーバーはクライアントにエラーメッセージを送信します。

• "type": "error": 定数 <string> パラメータ。
• "id": <string>: 対応する登録済みサブスクリプションの ID（該当する場合）。
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• "payload" <Object>: 対応するエラー情報が含まれるオブジェクト。

例:

{ 
  "type": "error", 
  "payload": { 
    "errors": [ 
      { 
        "errorType": "LimitExceededError", 
        "message": "Rate limit exceeded" 
      } 
    ] 
  }
}

データメッセージの処理
クライアントがミューテーションを送信すると、AWSAppSyncそれに関心を持つすべてのサブスクライ
バーを識別し、"type":"data"idサブスクリプションオペレーションからの対応するサブスクリプショ
ンを使用して各サブスクライバーにメッセージを送信します。"start"クライアントは、データメッセー
ジを受信したときに、idそれに対応するサブスクリプションと照合できるように、送信するサブスクリプ
ションを追跡することが期待されます。

• "type": "data": 定数 <string> パラメータ。
• "id": <string>: 対応する登録済みサブスクリプションの ID。
• "payload" <Object>: サブスクリプション情報が含まれるオブジェクト。

例:

{ 
  "type": "data", 
  "id": "ee849ef0-cf23-4cb8-9fcb-152ae4fd1e69", 
  "payload": { 
    "data": { 
      "onCreateMessage": { 
        "__typename": "Message", 
        "message": "test" 
      } 
    } 
  }
}

サブスクリプションの登録解除メッセージ
アプリがサブスクリプションイベントのリスニングを停止したい場合、クライアントは次の文字列化され
た JSON オブジェクトを含むメッセージを送信する必要があります。

• "type": "stop": 定数 <string> パラメータ。
• "id": <string>: 登録を解除するサブスクリプションのID。

例:

{ 
  "type":"stop", 
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  "id":"ee849ef0-cf23-4cb8-9fcb-152ae4fd1e69"
}

AWSAppSync次の文字列化された JSON オブジェクトを含む確認メッセージを送り返します。

• "type": "complete": 定数 <string> パラメータ。
• "id": <string>: 未登録サブスクリプションのID。

クライアントが確認メッセージを受信すると、この特定のサブスクリプションに関するメッセージは受信
しなくなります。

例:

{ 
  "type":"complete", 
  "id":"eEXAMPLE-cf23-1234-5678-152EXAMPLE69"
}

接続解除WebSocket
接続を切断する前に、データが失われないように、クライアントには、WebSocket接続による操作が現在
行われていないことを確認するために必要なロジックが必要です。との接続を解除する前に、すべてのサ
ブスクリプションを登録解除する必要がありますWebSocket。
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 構成と設定
AWS AppSync により以下ができます。

• 頻繁にリクエストされるが、リクエストによって変更される可能性は低いデータのキャッシュ。こ
れにより、リゾルバの負荷を軽減できます。詳細については、「the section called “キャッシュと圧
縮” (p. 259)」を参照してください。

• GraphQL オブジェクトをバージョン管理し、複数のクライアント間の競合を回避します。詳細について
は、「the section called “ 競合検出と同期” (p. 266)」を参照してください。

さらに、AWS AppSyncには、ロギング、モニタリング、トレース用の以下の AWS ツールが標準で含まれ
ています。

• AWS CloudTrail でのロギング (p. 288)
• アマゾンによるモニタリングCloudWatch (p. 275)
• AWS X-Ray でトレースする (p. 286)

キャッシュと圧縮
AWS AppSyncの ApSymc のサーバー側のデータキャッシング機能は、データを高速インメモリキャッ
シュで利用できるようにし、パフォーマンスを高め、レイテンシーを減らすようにします。これにより、
データソースに直接アクセスする必要が減ります。キャッシングは、ユニットリゾルバーとパイプライン
リゾルバーの両方で使用できます。

AWS AppSyncまた、API レスポンスを圧縮して、ペイロードコンテンツの読み込みとダウンロードを高速
化できます。これにより、アプリケーションへの負担を軽減できると同時に、データ転送料金も削減でき
る可能性があります。圧縮動作は設定可能で、自由に設定できます。

AWS AppSyncAPI でのサーバー側のキャッシュと圧縮の望ましい動作を定義するには、このセクションを
参照してください。

インスタンスのタイプ
AWS AppSyncAWS AppSync APIAWSAWS と同じアカウントとリージョンで Amazon ElastiCache for 
Redis インスタンスをホストします。

Redis ElastiCache インスタンスタイプには次のインスタンスタイプが用意されています。

small

1 vCPU、1.5 GiB RAM、低から中程度のネットワークパフォーマンス
medium

2 vCPU、3 GiB RAM、低から中程度のネットワークパフォーマンス
large

2 vCPU、12.3 GiB RAM、最大 10 ギガビットのネットワークパフォーマンス
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xlarge

4 vCPU、25.05 GiB RAM、最大 10 ギガビットのネットワークパフォーマンス
2xlarge

8 vCPU、50.47 GiB RAM、最大 10 ギガビットのネットワークパフォーマンス
4xlarge

16 個のvCPU、101.38 GiB RAM、最大 10 ギガビットのネットワークパフォーマンス
8xlarge

32 vCPU、203.26 GiB RAM、10 ギガビットのネットワークパフォーマンス（一部のリージョンで使
用できません)

12xlarge

48 vCPU、317.77 GiB RAM、10 ギガビットのネットワークパフォーマンス

Note

従来は、特定のインスタンスタイプ（例えばt2.medium) を指定していました。2020 年 7 月時点
で、これらのレガシーインスタンスタイプは引き続き利用可能になりますが、使用は推奨されな
くなります。ここで説明するジェネリックインスタンスタイプを使用することをお勧めします。

キャッシュ動作
以下は、キャッシュに関連する動作です。

なし

サーバー側のキャッシュはありません。
完全なリクエストのキャッシュ

データがキャッシュにない場合は、そのデータはデータソースから取得され、存続可能時間 (TTL) の
期限が切れるまでキャッシュに格納されます。それ以降の API へのリクエストはすべてキャッシュ
から返されます。つまり、TTL の有効期限が切れない限り、データソースに直接連絡することはあり
ません。この設定では、$context.arguments$context.identityとマップの内容をキャッシュ
キーとして使用します。

リゾルバーごとのキャッシュ

この設定では、応答をキャッシュするために各リゾルバーを明示的にオプトインする必要がありま
す。リゾルバーで TTL とキャッシュキーを指定できます。指定できるキャッシュキーは、これら
のマップの最上位マップ$context.arguments$context.source、$context.identity、、
および/または文字列フィールドです。TTL 値は必須ですが、キャッシュ
キーはオプションです。キャッシュキーを指定しない場合、デフォルト
は、$context.arguments$context.source、$context.identityおよびマップの内容です。

たとえば、次の組み合わせを使用できます。
• $context.arguments と $context.source
• $context.arguments と $context.identity.sub
• $context.arguments.id または $context.arguments。 InputTypeid
• $context.source.id と $context.identity.sub
• $context.identity.claims.username

TTL のみを指定し、キャッシュキーを指定しない場合、リゾルバーの動作はフルリクエストキャッ
シュと同じになります。
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キャッシュの存続時間 (TTL) 。

この設定は、キャッシュされたエントリをメモリに保存する時間を定義します。最大 TTL は 3,600 秒 
(1 時間) で、エントリは自動的に削除されます。

キャッシュ暗号化
キャッシュ暗号化には次の 2 種類があります。これらは Redis ElastiCache で許可されている設定と似て
います。暗号化設定を有効にできるのは、AWS AppSync API のキャッシュを初めて有効にするときだけ
です。

• 転送中の暗号化 — キャッシュAWS AppSync、およびデータソース (セキュリティで保護されていない 
HTTP データソースを除く) 間のリクエストは、ネットワークレベルで暗号化されます。エンドポイント
でのデータの暗号化と復号化にはある程度の処理が必要なため、転送中の暗号化はパフォーマンスに影
響を与える可能性があります。

• 保存時の暗号化 — スワップ操作中にメモリからディスクに保存されたデータは、キャッシュインスタン
スで暗号化されます。この設定はパフォーマンスにも影響します。

キャッシュエントリを無効にするには、AWS AppSync コンソールまたはAWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用してフラッシュキャッシュ API 呼び出しを行います。

詳細については、AWS AppSync API ApiCacheリファレンスのデータ型を参照してください。

キャッシュエビクション
AWS AppSyncのサーバー側キャッシュを設定すると、最大 TTL を設定できます。この値は、キャッシュ
されたエントリがメモリに保存される時間を定義します。キャッシュから特定のエントリを削除する必要
がある場合は、evictFromApiCacheリゾルバーのリクエストまたはレスポンスマッピングテンプレート
にあるの拡張ユーティリティを使用できますAWS AppSync。(たとえば、データソース内のデータが変更
され、キャッシュエントリが古い場合など)。アイテムをキャッシュから削除するには、そのキーを知って
いる必要があります。このため、アイテムを動的に削除する必要がある場合は、リゾルバーごとのキャッ
シュを使用し、キャッシュにエントリを追加するために使用するキーを明示的に定義することをお勧めし
ます。

キャッシュエントリの削除
キャッシュからアイテムを削除するには、evictFromApiCache拡張ユーティリティを使用します。タイ
プ名とフィールド名を指定し、キー値項目のオブジェクトを指定して、削除するエントリのキーを作成し
ます。オブジェクト内の各キーは、$contextcachingKeyキャッシュされたリゾルバーのリストで使用
されるオブジェクトからの有効なエントリを表します。各値は、キーの値を構成するために使用される実
際の値です。オブジェクト内のアイテムは、cachingKeyキャッシュされたリゾルバーのリストのキャッ
シュキーと同じ順序で配置する必要があります。

たとえば、次のスキーマを参照してください。

type Note{ 
  id: ID! 
  title: String 
  content: String!
}

type Query { 
  getNote(id: ID!): Note
}

type Mutation { 
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  updateNote(id: ID!, content: String!): Note
}

この例では、リゾルバーごとのキャッシュを有効にしてから、getNoteクエリに対して有効にすることが
できます。次に、キャッシュキーを構成するように構成できます[$context.arguments.id]。

キャッシュキーを作成するためにを取得しようとするとAWS AppSync 、idgetNoteクエリの引数を使用
してサーバー側キャッシュを検索します。Note

を更新するときはNote、次のリクエストでバックエンドのデータソースから確実に取得できるように、特
定のノートのエントリを削除する必要があります。そのためには、リクエストマッピングテンプレートを
作成する必要があります。

次の例は、この方法を使用してエビクションを処理する 1 つの方法を示しています。

#set($cachingKeys = {})
$util.qr($cachingKeys.put("context.arguments.id", $context.arguments.id))
$extensions.evictFromApiCache("Query", "getNote", $cachingKeys)

{ 
  "version" : "2017-02-28", 
  "operation" : "UpdateItem", 
  "key" : { "id" : "$context.arguments.id" }, 
  "update" : { 
    "expression" : "SET #content = :content", 
    "expressionNames": { "#content" : "content" } 
    "expressionValues": { 
      ":content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.content) 
    } 
  }
}

あるいは、レスポンスマッピングテンプレートでエビクションを処理することもできます。

#set($cachingKeys = {})
$util.qr($cachingKeys.put("context.arguments.id", $context.arguments.id))
$extensions.evictFromApiCache("Query", "getNote", $cachingKeys)

$util.toJson($context.result)

updateNoteミューテーションが処理されると、AWS AppSync エントリを削除しようとします。エント
リが正常にクリアされた場合、apiCacheEntriesDeletedextensionsレスポンスには削除されたエン
トリ数を示す値がオブジェクトに含まれます。

"extensions": {  "apiCacheEntriesDeleted": 1}

ID に基づくキャッシュエントリの削除
$contextオブジェクトの複数の値に基づいてキャッシュキーを作成できます。

たとえば、Amazon Cognito ユーザープールをデフォルトの認証モードとして使用し、Amazon 
DynamoDB データソースによってサポートされている次のスキーマを考えてみましょう。

type Note { 
  id: ID! # a slug; e.g.: "my-first-note-on-graphql" 
  title: String 
  content: String!
}
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type Query { 
  getNote(id: ID!): Note
}

type Mutation { 
  updateNote(id: ID!, content: String!): Note
}

Noteオブジェクトタイプは DynamoDB テーブルに保存されます。このテーブルには、Amazon Cognito 
ユーザー名をプライマリキーとして使用し、そのid (スラッグ)Note をパーティションキーとして使用す
る複合キーがあります。これはマルチテナントシステムであり、Note複数のユーザーが共有されることの
ないプライベートオブジェクトをホストして更新できます。

これは読み取りが多いシステムであるため、getNoteクエリはリゾルバーごとのキャッシュを使用して
キャッシュされ、[$context.identity.username, $context.arguments.id]キャッシュキー
はで構成されます。Noteが更新されると、その特定のエントリを削除できますNote。コンポーネント
は、cachingKeysリゾルバーのリストで指定されているのと同じ順序でオブジェクトに追加する必要があ
ります。

次の例は、これを示しています。

#set($cachingKeys = {})
$util.qr($cachingKeys.put("context.identity.username", $context.identity.username))
$util.qr($cachingKeys.put("context.arguments.id", $context.arguments.id))
$extensions.evictFromApiCache("Query", "getNote", $cachingKeys)

{ 
  "version" : "2017-02-28", 
  "operation" : "UpdateItem", 
  "key" : { 
    "username": "$context.identity.username", 
    "slug" : "$context.arguments.id" 
  }, 
  "update" : { 
    "expression" : "SET #content = :content", 
    "expressionNames": { "#content" : "content" } 
    "expressionValues": { 
      ":content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.content) 
    } 
  }
}

バックエンドシステムは、Noteを更新してエントリを削除することもできます。例として、次の突然変異
を見てみましょう。

type Mutation { 
  updateNoteFromBackend(id: ID!, content: String!, username: ID!): Note @aws_iam
}

エントリを削除することはできますが、cachingKeysキャッシュキーのコンポーネントをオブジェクトに
追加できます。

次の例では、エビクションはリゾルバーのレスポンスマッピングテンプレートで行われます。

#set($cachingKeys = {})
$util.qr($cachingKeys.put("context.identity.username", $context.arguments.username))
$util.qr($cachingKeys.put("context.arguments.id", $context.arguments.id))
$extensions.evictFromApiCache("Query", "getNote", $cachingKeys)

$utils.toJson($context.result)
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バックエンドデータが外部で更新されている場合はAWS AppSync、NONEデータソースを使用するミュー
テーションを呼び出すことで、キャッシュからアイテムを削除できます。

API レスポンスの圧縮
AWS AppSync クライアントが圧縮されたペイロードを要求できるようにします。リクエストされた場
合、API レスポンスは圧縮され、圧縮されたコンテンツが優先されることを示すリクエストに応じて返さ
れます。圧縮された API レスポンスの読み込みが速くなり、コンテンツのダウンロードも速くなり、デー
タ転送料金も削減できます。

Note

圧縮は、2020 年 6 月 1 日以降に作成されたすべての新しい API で使用できます。

AWS AppSync GraphQL クエリのペイロードサイズを 1,000 ～ 10,000,000 バイトの間で 1,000～
10,000,000 バイトの間圧縮できます。圧縮を有効にするには、Accept-Encodinggzipクライアン
トはまたはという値を含むヘッダーを送信する必要がありますbr。圧縮は、レスポンス (gzipまた
はbr)Content-Encoding のヘッダー値を確認することで確認できます。

AWS AppSync コンソールのクエリエクスプローラーは、デフォルトでリクエストのヘッダー値を自動的
に設定します。レスポンスが十分大きいクエリを実行すると、ブラウザの開発ツールを使用して圧縮を確
認できます。

カスタムドメイン名の設定
とAWSAppSync では、カスタムドメイン名を使用して、GraphQL とリアルタイム API の両方で動作する
単一の記憶に残るドメインを構成できます。

つまり、カスタムドメイン名を作成することで、任意のドメイン名を持つシンプルで記憶に残るエンドポ
イント URL を利用できます。AWSアカウント内の AppSync API。

を設定する場合AWSAppSync API では、2 つのエンドポイントがプロビジョニングされます。

AWSAppSync GraphQL Grap

https://example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql
AWSAppSync リアルタイムエンドポイント

wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/
graphql

カスタムドメイン名を使用すると、単一のドメインを使用して両方のエンドポイントと対話できます。た
とえば、api.example.comカスタムドメインとして、次の URL を使用して GraphQL エンドポイントと
リアルタイムエンドポイントの両方と対話できます。

AWSAppSync カスタムドメイン GraphQL エンドポイント

https://api.example.com/graphql
AWSAppSync カスタムドメインリアルタイムエンドポイント

wss://api.example.com/graphql/realtime

Note

AWSAppSync API は、カスタムドメイン名の TLS 1.2 と TLS 1.3 のみをサポートします。
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ドメイン名の登録と設定
のカスタムドメイン名の設定AWSAppSync API の場合、インターネットドメイン名が登録されている必
要があります。インターネットドメインを登録するにはAmazon Route 53 domain registrationまたは、お
好みのサードパーティーのドメインレジストラです。Route 53 の詳細については、Amazon Route 53 と
は？のAmazon Route 53 開発者ガイド。

API のカスタムドメイン名には、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」) を使用できます。カスタムドメイン名をで作成した後AWSAppSync の場合
は、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。このマッピングがないと、カスタムドメイン名宛ての API リクエストはに到達でき
ません。AWSAppSync。

のカスタムドメイン名の作成AWSAppSync
のカスタムドメイン名の作成AWSAppSync API はAmazon CloudFrontディストリビューション。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ように、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 リクエストをルーティング
するために必要です。AWSマッピングされた CloudFront ディストリビューションを介して AppSync。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。

カスタムドメイン名の設定や、その証明書の更新を行うには、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とAWS Certificate Manager(ACM) 使用する予定の証明書。これらの権限を付与
するには、以下をアタッチします。AWS Identity and Access Management(IAM) ポリシーステートメント
は、アカウントの IAM ユーザー、グループ、またはロール宛てです。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowUpdateDistributionForAppSyncCustomDomainName", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["cloudfront:updateDistribution"], 
      "Resource": ["*"] 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowDescribeCertificateForAppSyncCustomDomainName", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "acm:DescribeCertificate", 
      "Resource": "arn:aws:acm:<region>:<account-id>:certificate/<certificate-id>" 
    } 
  ]
}

AWSAppSync 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、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、「」を参照し
てください。CloudFront で HTTPS を使用するのAmazon CloudFront 開発者ガイド。

API のホスト名としてカスタムドメイン名を設定するには、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。証明書を提供するには、次のいずれかを実行します。

• ACM で新しい証明書を要求するか、サードパーティ認証局によって発行された証明書を ACM にus-
east-1 AWSリージョン (米国東部 (バージニア北部)) ACM の詳細については、「」を参照してくださ
い。とはAWS Certificate Manager?のAWS Certificate Managerユーザーガイド。

• IAM サーバー証明書を指定します。詳細については、「」を参照してください。IAM でのサーバー証明
書の管理のIAM ユーザーガイド。
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のワイルドカードカスタムドメイン名AWSAppSync
AWSAppSync は、ワイルドカードカスタムドメイン名をサポートしています。ワイルドカードカス
タムドメイン名を設定するには、ワイルドカード文字 (*) をカスタムドメインの最初のサブドメイン
として指定します。これは、ルートドメインのすべての可能なサブドメインを表します。たとえば、
ワイルドカードカスタムドメイン名などです。*.example.com次のようなサブドメインになりま
す。a.example.com,b.example.com, およびc.example.com。これらのサブドメインはすべて、同じ
ドメインにルーティングされます。

でワイルドカードカスタムドメイン名を使用するにはAWSAppSync の場合は、同じドメイン内の複数のサ
イトを保護できるワイルドカード名を含む ACM によって発行された証明書を提供する必要があります。
詳細については、「」を参照してください。ACM 証明書の特徴のAWS Certificate Managerユーザーガイ
ド。

 競合検出と同期
バージョン管理されたデータソース
AWS AppSync 現在 DynamoDB データソースのバージョン管理をサポートしています。競合の検出、競合
の解決、同期操作には、Versioned データソースが必要です。データソースでバージョン管理を有効に
すると、AWS AppSync によって自動的に次の処理が実行されます。

• オブジェクトのバージョン管理メタデータを使用して項目を強化します。
• AWS AppSync ミューテーションで項目に加えられた変更を差分テーブルに記録します。
• 「廃棄」を使用して、ベーステーブル内の削除済み項目を、設定可能な期間保持します。

バージョン管理されたデータソースの設定
DynamoDB データソースでバージョン管理を有効にする場合は、次のフィールドを指定します。

BaseTableTTL

「廃棄」を使用して削除済み項目をベーステーブルに保持する分数。廃棄とは、項目が削除されたこ
とを示すメタデータフィールドです。項目を削除したときにすぐに除外されるようにする場合は、こ
の値を 0 に設定できます。このフィールドは必須です。

DeltaSyncTableName

AWS AppSync ミューテーションで項目に加えられた変更を保存するテーブルの名前。このフィール
ドは必須です。

DeltaSyncTableTTL

差分テーブルに項目を保持する分数。このフィールドは必須です。

差分同期テーブル
AWS AppSync 現在、、、およびDeleteItem DynamoDBPutItem オペレーションを使用するミュー
テーションのデルタ同期ロギングをサポートしています。UpdateItem

AWS AppSync ミューテーションによってバージョン管理されたデータソースの項目が変更されると、そ
の変更のレコードも、増分更新に最適化された差分テーブルに保存されます。他のバージョン管理され
たデータソースに異なる差分テーブル (例えば、タイプごとに 1 つ、ドメイン領域ごとに 1 つ) を使用す
る差分テーブルを使用する差分テーブルを使用するかを選択できます。AWS AppSync プライマリキーの
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衝突を回避するために、複数の API に対して単一の API に対しての API に対して単一の API に対して差
分テーブルを使用しないことを推奨しています。

このテーブルに必要なスキーマは次のとおりです。

ds_pk

パーティションキーとして使用される文字列値。ベースデータソース名と、変更が行われた日付の 
ISO 8601 形式 (例:Comments:2019-01-01) を連結して作成されます。

VTLcustomPartitionKey マッピングテンプレートのフラグをパーティションキーの列名とし
て設定すると (『AWS AppSync 開発者ガイド』の「DynamoDB 用リゾルバーマッピングテンプ
レートリファレンス」を参照)、ds_pk形式が変更され、ベーステーブルの新しいレコードのパー
ティションキーの値を追加して文字列が作成されます。たとえば、1aベーステーブルのレコード
のパーティションキー値がで、ソートキー値がの場合2b、文字列の新しい値は次のようになりま
すComments:2019-01-01:1a。

ds_sk

ソートキーとして使用される文字列値。変更が発生した時刻の ISO 8601 形式、項目の主キー、およ
び項目のバージョンを連結して構成されます。これらのフィールドを組み合わせることで、Delta テー
ブルのすべてのエントリが一意になることが保証されます (たとえば2、09:30:00の時刻と ID1a と
バージョンは09:30:00:1a:2)。

VTLcustomPartitionKey マッピングテンプレートのフラグをパーティションキーの列名に設定す
ると (『AWS AppSync 開発者ガイド』の「DynamoDB 用リゾルバーマッピングテンプレートリファ
レンス」を参照)、ds_skフォーマットが変更され、コンビネーションキーの値をベーステーブルの
ソートキーの値に置き換えることによって文字列が作成されます。上記の例では、1aベーステーブル
のレコードのパーティションキー値がで、ソートキー値がの場合2b、文字列の新しい値は次のように
なります09:30:00:2b:3。

_ttl

差分テーブルから項目を削除する時刻のタイムスタンプをエポック秒単位で保存する数値。この値
は、変更が発生したときに、データソースで設定された DeltaSyncTableTTL 値を加算することに
よって決定されます。このフィールドは DynamoDB TTL 属性として設定する必要があります。

ベーステーブルで使用するように設定された IAM ロールには、差分テーブルを操作するためのアクセス権
限も含まれている必要があります。この例では、Comments という名前の基本テーブルと ChangeLog と
いう名前の差分テーブルへの許可ポリシーが表示されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:dynamodb:us-east-1:000000000000:table/Comments", 
                "arn:aws:dynamodb:us-east-1:000000000000:table/Comments/*", 
                "arn:aws:dynamodb:us-east-1:000000000000:table/ChangeLog", 
                "arn:aws:dynamodb:us-east-1:000000000000:table/ChangeLog/*" 
            ] 
        } 
    ]
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}

バージョン管理されたデータソースメタデータ
AWS AppSync ユーザーに代わってVersionedデータソースのメタデータフィールドを管理します。これ
らのフィールドを自分で変更すると、アプリケーションにエラーが発生したり、データが失われたりする
可能性があります。これらのフィールドには、以下が含まれます。

_version

一定間隔で増加するカウンタ。項目に変更が発生するたびに更新されます。
_lastChangedAt

項目が最後に変更されたときのタイムスタンプをエポックミリ秒単位で保存する数値。
_deleted

項目が削除されたことを示すブール型の「廃棄」値。これは、削除された項目をローカルデータスト
アから削除するために、アプリケーションが使用できます。

_ttl

基になるデータソースから項目を削除する時刻のタイムスタンプをエポック秒単位で保存する数値。
ds_pk

差分テーブルのパーティションキーとして使用される文字列値。
ds_sk

差分テーブルのソートキーとして使用される文字列値。
gsi_ds_pk

グローバルセカンダリインデックスをパーティションキーとしてサポートするために生成される文字
列値属性。VTLcustomPartitionKeypopulateIndexFields マッピングテンプレートでとフラグ
の両方が有効になっている場合にのみ含まれます (『AWS AppSync 開発者ガイド』の「DynamoDB 
用リゾルバーマッピングテンプレートリファレンス」を参照)。有効にすると、値はベースデータソー
ス名と変更が行われた日付の ISO 8601 形式を連結して作成されます (たとえば、ベーステーブルの名
前が Comments の場合、このレコードはとして設定されますComments:2019-01-01)。

gsi_ds_sk

グローバルセカンダリインデックスをソートキーとしてサポートするために生成される文字列値属
性。VTLcustomPartitionKeypopulateIndexFields マッピングテンプレートでとフラグの両方
が有効になっている場合にのみ含まれます (『AWS AppSync 開発者ガイド』の「DynamoDB 用リゾ
ルバーマッピングテンプレートリファレンス」を参照)。有効にすると、値は、変更が発生した時刻の 
ISO 8601 形式、ベーステーブル内の項目のパーティションキー、ベーステーブル内の項目のソート
キー、および項目のバージョンを連結して作成されます (たとえば、時刻の場合は、パーティション
キー値がに、ソートキー値がが、バージョンは09:30:00:1a#2b:3)。09:30:001a2b3

これらのメタデータフィールドは、基になるデータソース内の項目の全体的なサイズに影響しま
す。AWS AppSync アプリケーションの設計時に、バージョン管理されたデータソースメタデータ用
のストレージに 500 バイト + 最大プライマリキーサイズの予約を推奨しています。このメタデータを
クライアントアプリケーションで使用するには、GraphQL タイプとミューテーションの選択セット
に、_version、_lastChangedAt、および _deleted フィールドを含めます。

競合の検出と解決
AWS AppSync で同時書き込みが発生した場合は、更新を適切に処理するように、競合の検出と解決の戦
略を設定できます。競合の検出では、ミューテーションがデータソースに実際に書き込まれた項目と競合
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しているかどうかが判断されます。コンフリクト検出は、conflictDetectionフィールドの値をに設定
することで有効になりますVERSION。 SyncConfig

競合の解決は、競合が検出された場合に実行されるアクションです。これは、の「コンフリクトハンド
ラ」フィールドを設定することで決定されます SyncConfig。次の 3 つの競合の解決戦略があります。

• OPTIMISTIC_CONCURRENCY
• AUTOMERGE
• LAMBDA

これらの競合の解決戦略のそれぞれについて詳しく説明します。

AppSync バージョンは書き込み操作中に自動的に増分されるため、クライアントや、バージョン対応の
データソースで構成されたリゾルバーの外部で変更しないでください。変更すると、システムの整合性動
作が変更され、データが失われる可能性があります。

オプティミスティック同時実行
オプティミスティック同時実行は、AWS AppSync がバージョン管理されたデータソース用に提供する競
合の解決戦略です。競合リゾルバーがオプティミスティック同時実行に設定されている場合、着信ミュー
テーションのバージョンがオブジェクトの実際のバージョンとは異なることが検出されると、競合ハンド
ラーは着信リクエストを拒否します。GraphQL レスポンス内部では、最新バージョンを持つサーバー上
の既存の項目が提供されます。クライアントは、この競合をローカルで処理し、項目の更新バージョンで
ミューテーションを再試行することが期待されます。

Automerge
Automerge により、開発者は他の方法で解決できなかった競合を手動でマージするクライアント側のロ
ジックを記述しなくても、競合の解決戦略を簡単に設定することができます。Automerge は、データを
マージして競合を解決するときに、厳密なルールセットに従います。Automerge の理念は、GraphQL 
フィールドの基になるデータ型を中心に展開されています。その内容は次のとおりです。

• スカラーフィールドでの競合:GraphQL スカラーまたはコレクションではないフィールド (リスト、セッ
ト、マップなど)。スカラーフィールドの入力値を拒否し、サーバーに存在する値を選択します。

• リストの競合: GraphQL 型とデータベース型はリストです。着信リストをサーバー上の既存のリストと
連結します。着信ミューテーションのリスト値は、サーバー内のリストの最後に追加されます。重複し
た値は保持されます。

• セットの競合: GraphQL 型はリストであり、データベース型はセットです。着信セットとサーバー内の
既存のセットを使用して、セットユニオンを適用します。これは、重複するエントリを持たないとい
う、セットのプロパティに準拠しています。

• 入力されたミューテーションによってアイテムに新しいフィールドが追加されたり、値がのフィールド
に対してミューテーションが行われたりした場合はnull、それを既存のアイテムにマージします。

• マップ上の競合: データベースの基になるデータ型がマップ (キーと値のドキュメント) の場合、マップ
の各プロパティを解析して処理する上記のルールを適用します。

Automerge は、更新されたバージョンのリクエストを自動的に検出、マージ、再試行するように設計され
ており、クライアントは競合するデータを手動でマージする必要がありません。

Automerge がスカラー型で競合を処理する方法の例を示します。出発点として、次のレコードを使用しま
す。

{ 
  "id" : 1, 
  "name" : "Nadia", 
  "jersey" : 5, 
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  "_version" : 4
}

クライアントがまだサーバーと同期していないため、着信ミューテーションが項目を更新しようとしてい
る可能性がありますが、それは古いバージョンです。以下のようになります。

{ 
  "id" : 1, 
  "name" : "Nadia", 
  "jersey" : 55, 
  "_version" : 2
}

着信リクエストの古いバージョン 2 に注意してください。このフローの間、Automerge は jersey フィール
ドの 55 への更新を拒否し、値を 5 のままにすることでデータがマージされます。その結果、項目の次の
イメージがサーバーに保存されます。

{ 
  "id" : 1, 
  "name" : "Nadia", 
  "jersey" : 5, 
  "_version" : 5 # version is incremented every time automerge performs a merge that is 
 stored on the server.
}

上記の項目の状態がバージョン 5 で、次のイメージで項目を変更しようとする着信ミューテーションがあ
るとします。

{ 
  "id" : 1, 
  "name" : "Shaggy", 
  "jersey" : 5, 
  "interests" : ["breakfast", "lunch", "dinner"] # underlying data type is a Set 
  "points": [24, 30, 27] # underlying data type is a List 
  "_version" : 3
}

着信ミューテーションには、注目すべき 3 つのポイントがあります。スカラーという名前が変更されまし
たが、2 つの新しいフィールドである、セットの interests およびリストの points が追加されました。こ
のシナリオでは、バージョンの不一致が原因で競合が検出されます。Automerge はそのプロパティに準拠
し、名前の変更を拒否します。これは名前がスカラーで、競合しないフィールドのアドオンであるためで
す。これにより、サーバーに保存された項目は次のように表示されます。

{ 
  "id" : 1, 
  "name" : "Nadia", 
  "jersey" : 5, 
  "interests" : ["breakfast", "lunch", "dinner"] # underlying data type is a Set 
  "points": [24, 30, 27] # underlying data type is a List 
  "_version" : 6
}

項目の更新されたイメージはバージョン 6 となりました。ここで、着信ミューテーション (別のバージョ
ンと不一致) が項目を次のように変換しようとするとします。

{ 
  "id" : 1, 
  "name" : "Nadia", 
  "jersey" : 5, 
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  "interests" : ["breakfast", "lunch", "brunch"] # underlying data type is a Set 
  "points": [30, 35] # underlying data type is a List 
  "_version" : 5
}

ここで interests の着信フィールドは、サーバーに存在する 1 つの重複値と 2 つの新しい値を持ってい
ることがわかります。この場合、基になるデータ型はセットであるため、Automerge はサーバーに存
在する値と着信リクエストの値を結合し、重複値を除外します。同様に、重複する値が 1 つと新しい値
が 1 つある points フィールドには競合があります。しかし、ここで基になるデータ型はリストであるた
め、Automerge は着信リクエストのすべての値を、サーバーにすでに存在する値の最後に追加します。
サーバーに保存されたマージ後のイメージは、次のようになります。

{ 
  "id" : 1, 
  "name" : "Nadia", 
  "jersey" : 5, 
  "interests" : ["breakfast", "lunch", "dinner", "brunch"] # underlying data type is a Set 
  "points": [24, 30, 27, 30, 35] # underlying data type is a List 
  "_version" : 7
}

次に、バージョン 8 で、サーバーに保存された項目が次のようになると仮定します。

{ 
  "id" : 1, 
  "name" : "Nadia", 
  "jersey" : 5, 
  "interests" : ["breakfast", "lunch", "dinner", "brunch"] # underlying data type is a Set 
  "points": [24, 30, 27, 30, 35] # underlying data type is a List 
  "stats": { 
      "ppg": "35.4", 
      "apg": "6.3" 
  } 
  "_version" : 8
}

しかし、着信リクエストは、次のイメージで項目を更新しようとしますが、再びバージョンの不一致が発
生します。

{ 
  "id" : 1, 
  "name" : "Nadia", 
  "stats": { 
      "ppg": "25.7", 
      "rpg": "6.9" 
  } 
  "_version" : 3
}

このシナリオでは、サーバーにすでに存在するフィールド (interests、points、jersey) が欠落していること
がわかります。また、マップ stats 内の ppg の値は編集中で、新しい値 rpg が追加され、apg は省略され
ています。Automerge は、省略されたフィールドを保持します (注意: フィールドを削除する予定の場合
は、一致するバージョンでリクエストを再試行する必要があります)。したがって、それらは失われませ
ん。マップ内のフィールドにも同じルールが適用されるため、ppg への変更は拒否されますが、apg は保
持され、新しいフィールド rpg が追加されます。その結果、サーバーに保存された項目は次のようになり
ます。

{ 
  "id" : 1, 
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  "name" : "Nadia", 
  "jersey" : 5, 
  "interests" : ["breakfast", "lunch", "dinner", "brunch"] # underlying data type is a Set 
  "points": [24, 30, 27, 30, 35] # underlying data type is a List 
  "stats": { 
      "ppg": "35.4", 
      "apg": "6.3", 
      "rpg": "6.9" 
  } 
  "_version" : 9
}

Lambda
競合の解決オプション:

• RESOLVE: 既存の項目を、レスポンスペイロードで提供された新しい項目に置き換えます。一度に 1 
つの項目に対してのみ、同じオペレーションを再試行できます。現在、DynamoDB PutItem および
UpdateItem でサポートされています。

• REJECT: ミューテーションを拒否し、GraphQL レスポンスで既存の項目のエラーを返します。現
在、DynamoDB PutItem、UpdateItem、および DeleteItem でサポートされています。

• REMOVE: 既存の項目を削除します。現在、DynamoDB DeleteItem でサポートされています。

Lambda 呼び出しリクエスト

AWS AppSync DynamoDB リゾルバーは、で指定された Lambda 関数を呼び出しま
すLambdaConflictHandlerArn。また、データソースに設定されたものと同じ service-role-arn を
使用します。呼び出しのペイロードは以下の構造を持ちます。

{ 
    "newItem": { ... }, 
    "existingItem": {... }, 
    "arguments": { ... }, 
    "resolver": { ... }, 
    "identity": { ... }
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

newItem

ミューテーションが成功した場合のプレビュー項目。
existingItem

現在、この項目は DynamoDB テーブルに存在しています。
arguments

GraphQL ミューテーションの引数です。
resolver

AWS AppSync のリゾルバーに関する情報です。
identity

呼び出し元に関する情報です。API キーでアクセスする場合、このフィールドは null に設定されま
す。

ペイロードの例:
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{ 
    "newItem": { 
        "id": "1", 
        "author": "Jeff", 
        "title": "Foo Bar", 
        "rating": 5, 
        "comments": ["hello world"], 
    }, 
    "existingItem": { 
        "id": "1", 
        "author": "Foo", 
        "rating": 5, 
        "comments": ["old comment"] 
    }, 
    "arguments": { 
        "id": "1", 
        "author": "Jeff", 
        "title": "Foo Bar", 
        "comments": ["hello world"] 
    }, 
    "resolver": { 
        "tableName": "post-table", 
        "awsRegion": "us-west-2", 
        "parentType": "Mutation", 
        "field": "updatePost" 
    }, 
    "identity": { 
         "accountId": "123456789012", 
         "sourceIp": "x.x.x.x", 
         "username": "AIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA", 
         "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/appsync" 
    }
}

Lambda 呼び出しレスポンス

PutItem および UpdateItem の競合の解決

RESOLVE ミューテーションです。レスポンスは次の形式である必要があります。

{ 
    "action": "RESOLVE", 
    "item": { ... }
}

item フィールドは、基になるデータソースの既存の項目を置き換えるために使用されるオブジェクトを
表します。プライマリキーと同期メタデータは、item に含まれている場合は無視されます。

REJECT ミューテーションです。レスポンスは次の形式である必要があります。

{ 
    "action": "REJECT"
}

DeleteItem の競合の解決

項目を REMOVE します。レスポンスは次の形式である必要があります。

{ 
    "action": "REMOVE"
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}

REJECT ミューテーションです。レスポンスは次の形式である必要があります。

{ 
    "action": "REJECT"
}

下記の Lambda 関数の例は、呼び出しを行うユーザーとリゾルバー名を確認します。によって作成された
場合はjeffTheAdmin、REMOVE DeletePostリゾルバー用のオブジェクト、RESOLVEまたは更新/プットリ
ゾルバー用の新しいアイテムとのコンフリクト。それ以外の場合、ミューテーションは REJECT です。

exports.handler = async (event, context, callback) => { 
    console.log("Event: "+ JSON.stringify(event)); 

    // Business logic goes here. 
    var response; 
    if ( event.identity.user == "jeffTheAdmin" ) { 
        let resolver = event.resolver.field; 

        switch(resolver) { 
            case "deletePost": 
                response = { 
                    "action" : "REMOVE" 
                } 
                break; 

            case "updatePost": 
            case "createPost": 
                response = { 
                    "action" : "RESOLVE", 
                    "item": event.newItem 
                } 
                break; 
            default: 
                response = { "action" : "REJECT" }; 
        } 
    } else { 
        response = { "action" : "REJECT" }; 
    } 

    console.log("Response: "+ JSON.stringify(response)); 
    return response;
}

エラー
ConflictUnhandled

競合の検出によりバージョンの不一致が検出され、競合ハンドラーによりミューテーションが拒否さ
れた。

例: オプティミスティック同時実行の競合ハンドラーを使用した競合の解決。または、Lambda 競合ハ
ンドラーが REJECT として返される。

ConflictError

競合を解決しようとすると内部エラーが発生する。

例: Lambda 競合ハンドラーが誤った形式のレスポンスを返す。または、指定されたリソース
LambdaConflictHandlerArn が見つからないため、Lambda 競合ハンドラーを呼び出せない。
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MaxConflicts

競合解決のための最大再試行回数に達した。

例: 同じオブジェクトに対する同時リクエストが多すぎる。競合が解決される前に、オブジェクトは別
のクライアントによって新しいバージョンに更新される。

BadRequest

クライアントがメタデータフィールド (_version、_ttl、_lastChangedAt、_deleted) を更新し
ようとした。

例: クライアントが、更新ミューテーションでオブジェクトの_version を更新しようとする。
DeltaSyncWriteError

差分同期レコードの書き込みに失敗した。

例: ミューテーションは成功したが、差分同期テーブルへの書き込み中に内部エラーが発生した。
InternalFailure

内部エラーが発生しました。

CloudWatch ログ
AWS AppSync API で CloudWatch Logsenabled を有効にし、ログ記録設定でフィールドレベルログが、
フィールドレベルログのログレベルがに設定されALL、AWS AppSync 競合の検出と解決の情報がロググ
ループに出力されます。ログメッセージの形式については、競合の検出と同期のログ記録に関するドキュ
メント (p. 282)を参照してください。

同期オペレーション
バージョン管理されたデータソースは、DynamoDB テーブルからすべての結果を取得し、最後のクエ
リ (差分更新) 以降に変更されたデータのみを受け取る Sync オペレーションをサポートします。AWS 
AppSync は、Sync オペレーションのリクエストを受信すると、リクエストで指定されたフィールドを使
用して、ベーステーブルまたは差分テーブルにアクセスする必要があるかどうかを判断します。

• lastSync フィールドが指定されていない場合は、基本テーブルで Scan が実行されます。
• lastSync フィールドが指定され、値がcurrent moment - DeltaSyncTTL の前にある場合は、基

本テーブルで Scan が実行されます。
• lastSync フィールドが指定され、値が current moment - DeltaSyncTTL またはそれ以降にある

場合は、差分テーブルで Query が実行されます。

AWS AppSync startedAtSyncフィールドをすべての操作の応答マッピングテンプレートに戻しま
す。startedAt フィールドはエポックミリ秒単位の時刻ですが、Sync オペレーションが開始されれば、
ローカルに保存して別のリクエストで使用することができます。ページ分割トークンがリクエストに含ま
れている場合、この値は、結果の最初のページのリクエストによって返されたものと同じになります。

Sync マッピングテンプレートの形式については、マッピングテンプレートのリファレンス (p. 530)を参
照してください。

モニタリングとログ記録
AWSAppSyncGraphQL API を監視し、リクエストに関連する問題のデバッグに役立てるに
は、AmazonCloudWatch Logs へのログ記録を有効にできます。
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セットアップと設定
GraphQL API の自動ロギングを有効にするには、AWSAppSyncコンソールを使用します。

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。
2. API ページで、GraphQL API の名前を選択します。
3. API のホームページのナビゲーションペインで、[設定] を選択します。
4. [ログ記録] で以下を行います。

a. [ログを有効にする] をオンにします。
b. 詳細なリクエストレベルのロギングを行うには、[詳細な内容を含める] のチェックボックスをオ

ンにします。 (オプション)
c. [フィールドリゾルバーのログレベル] で、希望するフィールドレベルのログレベル ([なし]、[エ

ラー]、または [すべて]) を選択します。 (オプション)
d. [既存のロールを作成または使用する] で [新しいロール] を選択し、AWSAppSyncログの書き込み

を許可する新しいAWS Identity and Access Management (IAM) を作成しますCloudWatch。また
は、[既存のロール] を選択して、AWSアカウントの既存の IAM ロールの Amazon リソースネー
ム (ARN) を選択します。

5. [Save] (保存) を選択します。

IAM ロールの手動設定
既存の IAM ロールの使用を選択する場合は、AWSAppSyncロールはログを書き込むために必要な権限を
付与する必要がありますCloudWatch。これを手動で設定するには、ログを書き込むとき、AWSAppSync
ロールを継承できるように、サービスロール ARN を指定する必要があります。

IAM コンソールで、AWSAppSyncPushToCloudWatchLogsPolicy以下の定義の名前の新しいポリシー
を作成します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

次に、その名前で新しいロールを作成しAWSAppSyncPushToCloudWatchLogsRole、新しく作成したポリ
シーをロールにアタッチします。このロールの信頼関係を次のように編集します。

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

ロール ARN をコピーして、AWSAppSync GraphQL API のロギングを設定するときに使用します。

CloudWatch指標
CloudWatchメトリクスを使用して、HTTP ステータスコードやレイテンシーの原因となる可能性のある特
定のイベントを監視し、アラートを提供できます。以下のメトリクスが出力されます。

指標リスト

4XXError

クライアント構成が正しくないためにリクエストが無効になったために発生したエラー。通常、これ
らのエラーはGraphQL処理以外の場所で発生します。たとえば、これらのエラーは、リクエストに正
しくない JSON ペイロードや誤ったクエリが含まれている場合、サービスが調整されている場合、ま
たは認証設定が正しく構成されていない場合に発生する可能性があります。

単位: カウント これらのエラーの出現総数を取得するために、Sum 統計を使用します。
5XXError

GraphQL クエリの実行中に発生したエラー。たとえば、空のスキーマや正しくないスキーマのクエリ
を呼び出すときに発生する可能性があります。また、Amazon Cognito ユーザープール ID またはAWS
リージョンが無効である場合にも発生します。また、AWSAppSyncリクエストの処理中に問題が発生
した場合にもこれが発生することがあります。

単位: カウント これらのエラーの出現総数を取得するために、Sum 統計を使用します。
Latency

AWSAppSync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。エンドデバイスに到達するレスポンスに発生したネットワークレイテンシーは含まれませ
ん。

単位: ミリ秒 予測されるレイテンシーを評価するために Average 統計を使用します。
Requests

アカウント内のすべての API が処理したリクエスト (クエリ + ミューテーション) の数 (リージョン
別)。

単位: カウント 特定のリージョンで処理されたすべてのリクエストの数。
TokensConsumed

トークンは、Requestが消費するリソースの量 (処理時間と使用メモリ)Requests に基づいて割り当
てられます。通常、それぞれが 1Request つのトークンを消費します。ただし、Request大量のリ
ソースを消費するオブジェクトには、必要に応じて追加のトークンが割り当てられます。

単位: カウント 特定のリージョンで処理されたリクエストに割り当てられたトークンの数。

リアルタイムサブスクリプション
すべてのメトリクスは、GraphQLAPIId という 1 つのディメンションで出力されます。これは、すべて
のメトリクスが GraphQL API ID と結合されていることを意味します。以下のメトリクスは、pure の 
GraphQL サブスクリプションに関連していますWebSockets。
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指標リスト

ConnectSuccess

WebSocketへの接続の成功数AWSAppSync。サブスクリプションなしで接続することは可能です。

単位: カウント 成功した接続の出現総数を取得するために、Sum 統計を使用します。
ConnectClientError

AWSAppSyncクライアント側のエラーにより、WebSocketによって拒否された接続の数。これは、
サービスが制限されているか、認証設定が正しく構成されていない可能性があります。

単位: カウント クライアント側の接続エラーの出現総数を取得するために、Sum 統計を使用します。
ConnectServerError

AWSAppSync接続の処理中に発生した これは通常、予期しないサーバー側の問題が発生した場合に発
生します。

単位: カウント サーバー側の接続エラーの出現総数を取得するために、Sum 統計を使用します。
DisconnectSuccess

WebSocketからの接続解除に成功した回数AWSAppSync。

単位: カウント 成功した切断の出現総数を取得するために、Sum 統計を使用します。
DisconnectClientError

AWSAppSyncWebSocket接続の切断中に発生した Applient エラーの数。

単位: カウント 切断エラーの出現総数を取得するために、Sum 統計を使用します。
DisconnectServerError

AWSAppSyncWebSocket接続の切断中に発生した Server エラーの数。

単位: カウント 切断エラーの出現総数を取得するために、Sum 統計を使用します。
SubscribeSuccess

AWSAppSyncに正常に登録されたサブスクリプションの数WebSocket。サブスクリプションなしで接
続することは可能ですが、接続なしでサブスクリプションを確立することはできません。

単位: カウント 成功したサブスクリプションの出現総数を取得するために、Sum 統計を使用します。
SubscribeClientError

AWSAppSyncクライアント側のエラーにより、によって拒否されたサブスクリプションの数。これ
は、JSON ペイロードが正しくない、サービスが制限されている、または認証設定が正しく構成され
ていない場合に発生する可能性があります。

単位: カウント クライアント側のサブスクリプションエラーの出現総数を取得するために、Sum 統計
を使用します。

SubscribeServerError

AWSAppSyncサブスクリプションの処理中に発生した これは通常、予期しないサーバー側の問題が発
生した場合に発生します。

単位: カウント サーバー側のサブスクリプションエラーの出現総数を取得するために、Sum 統計を使
用します。

278



AWS AppSync デベロッパーガイド
CloudWatch指標

UnsubscribeSuccess

正常に処理されたサブスクリプション解除リクエストの数。

単位: カウント Sum 統計を使用して、成功した登録解除リクエストの合計発生回数を取得します。
UnsubscribeClientError

AWSAppSyncクライアント側のエラーにより、によって拒否されたサブスクリプション解除リクエス
トの数。

単位: カウント Sum 統計を使用して、クライアント側の登録解除リクエストエラーの合計発生回数を
取得します。

UnsubscribeServerError

AWSAppSyncサブスクリプション解除リクエストの処理中に発生した これは通常、予期しないサー
バー側の問題が発生した場合に発生します。

単位: カウント Sum 統計を使用して、サーバー側の登録解除リクエストエラーの合計発生回数を取得
します。

PublishDataMessageSuccess

正常に発行されたサブスクリプションイベントメッセージの数。

単位: カウント 正常に発行されたサブスクリプションイベントメッセージの合計を取得するため
に、Sum 統計を使用します。

PublishDataMessageClientError

クライアント側のエラーのために発行に失敗したサブスクリプションイベントメッセージの数。

Unit: カウント クライアント側のサブスクリプションイベント発行エラーの出現総数を取得するため
に、Sum 統計を使用します。

PublishDataMessageServerError

AWSAppSyncサブスクリプションイベントメッセージの発行中に発生した これは通常、予期しない
サーバー側の問題が発生した場合に発生します。

単位: カウント サーバー側のサブスクリプションイベント発行エラーの出現総数を取得するため
に、Sum 統計を使用します。

PublishDataMessageSize

発行されたサブスクリプションイベントメッセージのサイズ。

単位: バイト
ActiveConnections

WebSocketAWSAppSyncサブスクリプションイベントメッセージの発行中に発生した、クライアント
からのエラーの数。

単位: カウント 開かれている接続の合計数を取得するために、Sum 統計を使用します。
ActiveSubscriptions

クライアントからの同時サブスクリプション数 (1 分間)。

単位: カウント アクティブなサブスクリプションの合計数を取得するために、Sum 統計を使用しま
す。

ConnectionDuration

接続が開いたままになる時間。
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単位: ミリ秒 接続期間を評価するために Average 統計を使用します。
InvalidationSuccess

とのミューテーションによって正常に無効化（サブスクライブ解除）されたサブスクリプションの
数$extensions.invalidateSubscriptions()。

単位: カウント サブスクリプション解除に成功したサブスクリプションの総数を取得するには Sum 統
計を使用します。

CloudWatch ログ
任意の新規または既存の GraphQL API でリクエストレベルおよびフィールドレベルの 2 つのタイプでロ
グ記録するように設定できます。

リクエストレベルのログ
リクエストレベルのロギング (詳細コンテンツを含む) を設定すると、次の情報がログに記録されます。

• 消費されたトークンの数
• リクエストとレスポンスの HTTP ヘッダー
• リクエストで実行されている GraphQL クエリ
• 全体的な操作の概要
• 登録された、新規および既存の GraphQL サブスクリプション

フィールドレベルログ
フィールドレベルロギングを設定すると、次の情報が記録されます。

• 各フィールドのソースと引数を含む生成されたリクエストマッピング
• 各フィールドの変換後の応答マッピング (そのフィールドを解決した結果のデータを含む)
• 各フィールドのトレース情報

ロギングをオンにすると、AWSAppSyncCloudWatchログが管理されます。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、およびログとログストリームへのレポートが含まれます。

GraphQL API へのログ記録を有効にして、リクエストを実行すると、AWSAppSyncその下にロググループ
とログストリームが作成されます。ロググループの名前は /aws/appsync/apis/{graphql_api_id}
形式に従います。各ロググループ内で、ログはログストリームにさらに分割されます。これらは、ログ
データがレポートされるときに Last Event Time によって順序付けされます。

すべてのログイベントには、そのリクエストの x-amzn-RequestId のタグが付けられます。これによ
り、CloudWatchリクエストに関してログに記録されたすべての情報を取得するためにログイベントをフィ
ルタ処理できます。は、すべての GraphQLRequestIdAWSAppSync リクエストの応答ヘッダから取得でき
ます。

フィールドレベルのログ記録は次のログレベルで設定されます。

• None-フィールドレベルのログはキャプチャされません。
• エラー-エラーのあるフィールドについてのみ次の情報を記録します。

• サーバーレスポンスのエラーセクション
• フィールドレベルエラー
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• エラーフィールドに対して解決された、生成リクエスト / レスポンス関数
• すべて-クエリのすべてのフィールドについて次の情報を記録します。

• フィールドレベルのトレース情報
• 各フィールドに対して解決された、生成リクエスト / レスポンス関数

モニタリングの利点
ログおよびメトリクスを使用して、GraphQL クエリを特定、トラブルシューティング、最適化できます。
たとえば、クエリの各フィールドに記録されたトレース情報を使用して、レイテンシーの問題をデバッグ
できます。これを示すため、GraphQL クエリで 1 つまたは複数のリゾルバーをネストして使用していると
します。CloudWatchLogs の実行サンプルフィールドは次のようになります。

{ 
    "path": [ 
        "singlePost", 
        "authors", 
        0, 
        "name" 
    ], 
    "parentType": "Post", 
    "returnType": "String!", 
    "fieldName": "name", 
    "startOffset": 416563350, 
    "duration": 11247
}

これは GraphQL スキーマに対応します。次のようになります。

type Post { 
  id: ID! 
  name: String! 
  authors: [Author]
}

type Author { 
  id: ID! 
  name: String!
}

type Query { 
  singlePost(id:ID!): Post
}

前述のログ結果では、path にはという名前のクエリを実行して返されたデータ内の 1 つの項目が表示
されますsinglePost()。この例では、最初のインデックス (0) にある名前フィールドを表していま
す。startOffset は、GraphQL クエリ操作の開始からのオフセットを与えます。所要時間は、フィールド
を解決するための合計時間です。これらの値は、特定のデータソースからデータの実行が予測より遅い理
由、または特定のフィールドがクエリ全体の処理速度を低下することのトラブルシューティングに役立つ
可能性があります。たとえば、Amazon DynamoDB テーブルのプロビジョニングスループットを大きくす
るか、または実行パフォーマンスが低下する原因となっているクエリから特定のフィールドを削除するこ
とを選択できます。

2019 年 5 月 8 日の時点で、完全に構造化された JSONAWSAppSync としてログイベントが生成さ
れます。これにより、CloudWatch Logs Insights やOpenSearchなどのログ分析サービスを使用し
て、GraphQL リクエストのパフォーマンスとスキーマフィールドの使用傾向を把握できるようになりま
す。たとえば、パフォーマンスの問題の根本原因となっている可能性のある高いレイテンシーが発生し
ているリゾルバーの特定を簡単に行えます。また、スキーマ内で最も使用頻度の低いフィールドを特定
し、GraphQL フィールドを廃止する場合の影響を評価することもできます。
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コンフリクト検出と同期ロギング
AWSAppSyncAPI のCloudWatch Logs へのロギングが Field Resolver のログレベルが All に設定され
ている場合AWSAppSync、コンフリクト検出と解決の情報をロググループに出力します。これによ
り、AWSAppSync API がコンフリクトにどのように対応したかを詳細に把握できます。応答を解釈しやす
くするために、ログには次の情報が表示されます。

指標リスト

conflictType

バージョンの不一致またはお客様が指定した条件が原因で競合が発生したかどうかを詳細に示しま
す。

conflictHandlerConfigured

リクエスト時にリゾルバーで設定された競合ハンドラーを示します。
message

競合をどのように検出し、解決したかに関する情報を提供します。
syncAttempt

リクエストを最終的に拒否する前に、サーバーがデータを同期するために試行した回数。
data

コンフリクトハンドラがに設定されている場合Automerge、このフィールドには入力さ
れ、Automerge各フィールドでどのような決定が行われたかが示されます。提供されるアクション
は、次のとおりです。
• AutomergeREJECTED-サーバー内の値を優先して入力フィールド値を拒否する場合。
• 追加-サーバーに既存の値がないため、入力フィールドに追加される場合Automerge。
• AutomergeAPPENDED-When は、サーバーに存在するリストの値に入力値を追加します。
• AutomergeMERGED-入力値をサーバーに存在するセットの値にマージする場合。

トークンカウントによるリクエストの最適化
1,500 KB 秒以下のメモリと vCPU 時間を消費するリクエストには、1 つのトークンが割り当てられます。
リソース消費量が 1,500 KB 秒を超えるリクエストには、追加のトークンが送られます。たとえば、リク
エストが 3,350 KB 秒を消費する場合、3 つのトークン (次の整数値に切り上げられる)AWSAppSync をリ
クエストに割り当てます。デフォルトでは、アカウントの API に、AWSリージョンごとに 1 秒あたり最
大 2,000AWSAppSync のリクエストトークンが割り当てられます。API がそれぞれ 1 秒あたり平均 2 つ
のトークンを使用する場合、1 秒あたりのリクエスト数は 1,000 に制限されます。1 秒あたりに割り当て
られた量よりも多くのトークンが必要な場合は、リクエストを送信してリクエストトークンのレートのデ
フォルトクォータを増やすことができます。詳細については、ガイドの「AWSAppSyncエンドポイントと
クォータ」と、「Service QuotasAWS 全般のリファレンス スクォータユーザーガイド」の「クォータ増
加のリクエスト」を参照してください。

リクエストごとのトークン数が多い場合は、リクエストを最適化して API のパフォーマンスを向上させる
機会があることを示している可能性があります。リクエストごとのトークン数を増加させる要因には、次
のものがあります。

• GraphQL スキーマのサイズと複雑さ。
• リクエストとレスポンスのマッピングテンプレートの複雑さ。
• リクエストごとのリゾルバー呼び出しの数。
• リゾルバーから返されるデータ転送量。

282

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/appsync.html#limits_appsync
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/appsync.html#limits_appsync
https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/request-quota-increase.html
https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/request-quota-increase.html


AWS AppSync デベロッパーガイド
ログタイプリ

• ダウンストリームデータソースのレイテンシー。
• (parallel 呼び出しやバッチ呼び出しではなく) 連続してデータソースを呼び出す必要があるスキーマとク

エリの設計。
• ロギング設定、特にフィールドレベルおよび詳細なログコンテンツ。

Note

AWSAppSyncメトリクスとログに加えて、クライアントはレスポンスヘッダーを介してリクエス
トで消費されたトークンの数にアクセスできますx-amzn-appsync-TokensConsumed。

ログタイプリ
RequestSummary
• requestId: リクエストの一意の識別子。
• graphQLAPIId: リクエスト元の GraphQL API の ID。
• statusCode: HTTP ステータスコード応答。
• latency: リクエストのエンドツーエンドのレイテンシー (ナノ秒単位、整数)。

{ 
     "logType": "RequestSummary", 
     "requestId": "dbe87af3-c114-4b32-ae79-8af11f3f96f1", 
     "graphQLAPIId": "pmo28inf75eepg63qxq4ekoeg4", 
     "statusCode": 200, 
     "latency": 242000000
}

ExecutionSummary
• requestId: リクエストの一意の識別子。
• graphQLAPIId: リクエスト元の GraphQL API の ID。
• startTime: リクエストの GraphQL 処理の開始タイムスタンプ (RFC 3339 形式)。
• endTime: リクエストの GraphQL 処理の終了タイムスタンプ (RFC 3339 形式)。
• duration: GraphQL の処理にかかった合計時間 (ナノ秒単位) を整数で示します。
• version: のスキーマバージョンExecutionSummary。
• parsing:

• startOffset: 呼び出しを基準とした解析の開始オフセット (ナノ秒単位)。整数として表されます。
• duration: 解析にかかった時間 (ナノ秒単位、整数)。

• validation:
• startOffset: 呼び出しを基準とした検証の開始オフセット (ナノ秒単位)。整数で指定します。
• duration: 検証の実行にかかった時間 (ナノ秒単位、整数)。

{ 
    "duration": 217406145, 
    "logType": "ExecutionSummary", 
    "requestId": "dbe87af3-c114-4b32-ae79-8af11f3f96f1", 
    "startTime": "2019-01-01T06:06:18.956Z", 
    "endTime": "2019-01-01T06:06:19.174Z", 
    "parsing": { 
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        "startOffset": 49033, 
        "duration": 34784 
    }, 
    "version": 1, 
    "validation": { 
        "startOffset": 129048, 
        "duration": 69126 
    }, 
    "graphQLAPIId": "pmo28inf75eepg63qxq4ekoeg4"
}

トレース
• requestId: リクエストの一意の識別子。
• graphQLAPIId: リクエスト元の GraphQL API の ID。
• startOffset: 呼び出しを基準としたフィールド解像度の開始オフセット (ナノ秒単位)。整数で指定しま

す。
• duration: フィールドの解決にかかった時間 (ナノ秒単位、整数)。
• fieldName: 解決されるフィールドの名前。
• parentType: 解決されるフィールドの親タイプ。
• returnType: 解決されるフィールドの戻り値の型。
• path: レスポンスのルートから解決されるフィールドまでのパスセグメントのリスト。
• resolverArn: フィールドの解決に使用されるリゾルバーの ARN。ネストされたフィールドには存在しな

い場合があります。

{ 
    "duration": 216820346, 
    "logType": "Tracing", 
    "path": [ 
        "putItem" 
    ], 
    "fieldName": "putItem", 
    "startOffset": 178156, 
    "resolverArn": "arn:aws:appsync:us-east-1:111111111111:apis/pmo28inf75eepg63qxq4ekoeg4/
types/Mutation/fields/putItem", 
    "requestId": "dbe87af3-c114-4b32-ae79-8af11f3f96f1", 
    "parentType": "Mutation", 
    "returnType": "Item", 
    "graphQLAPIId": "pmo28inf75eepg63qxq4ekoeg4"
}

CloudWatchログインサイトによるログの分析
以下は、GraphQL オペレーションのパフォーマンスとヘルスに関する実用的な洞察を得るために実行でき
るクエリの例です。これらの例は、CloudWatch Logs Insights コンソールでサンプルクエリとして利用で
きます。CloudWatchコンソールで [Logs Insights] を選択し、GraphQL APIAWSAppSync のロググループ
を選択して、[サンプルクエリ] AWS AppSyncでクエリを選択します。

次のクエリは、消費されたトークン数が最も多い上位 10 件の GraphQL リクエストを返します。

filter @message like "Tokens Consumed"
| parse @message "* Tokens Consumed: *" as requestId, tokens
| sort tokens desc
| display requestId, tokens
| limit 10
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以下のクエリは、レイテンシーが最大の上位 10 個のリゾルバーを返します。

  fields resolverArn, duration
| filter logType = "Tracing"
| limit 10
| sort duration desc

以下のクエリは、呼び出し頻度が最も高いリゾルバーを返します。

  fields ispresent(resolverArn) as isRes
| stats count() as invocationCount by resolverArn
| filter isRes and logType = "Tracing"
| limit 10
| sort invocationCount desc

以下のクエリは、マッピングテンプレートのエラーが最も多いリゾルバーを返します。

  fields ispresent(resolverArn) as isRes
| stats count() as errorCount by resolverArn, logType
| filter isRes and (logType = "RequestMapping" or logType = "ResponseMapping") and 
 fieldInError
| limit 10
| sort errorCount desc

以下のクエリは、リゾルバーのレイテンシー統計を返します。

  fields ispresent(resolverArn) as isRes
| stats min(duration), max(duration), avg(duration) as avg_dur by resolverArn
| filter isRes and logType = "Tracing"
| limit 10
| sort avg_dur desc

以下のクエリは、フィールドのレイテンシー統計を返します。

  stats min(duration), max(duration), avg(duration) as avg_dur 
  by concat(parentType, '/', fieldName) as fieldKey
| filter logType = "Tracing"
| limit 10
| sort avg_dur desc

CloudWatchLogs InsightsCloudWatch クエリの結果はダッシュボードにエクスポートできます。

OpenSearchサービスでログを分析
AmazonOpenSearch ServiceAWSAppSync を使用してログを検索、分析、視覚化を行うことで、パフォー
マンスのボトルネックと運用上の問題の根本原因を特定できます。レイテンシーが最大でエラーのある
リゾルバーを特定できます。さらに、OpenSearchダッシュボードを使用して、可視化に優れたダッシュ
ボードを作成できます。OpenSearchダッシュボードは、OpenSearch Service で利用可能なオープンソー
スのデータ可視化および探索ツールです。OpenSearchダッシュボードを使用すると、GraphQL オペレー
ションのパフォーマンスとヘルスを継続的にモニタリングできます。たとえば、ダッシュボードを作成し
て GraphQL リクエストの P90 レイテンシーを視覚化し、各リゾルバーの P90 レイテンシーを掘り下げる
ことができます。

OpenSearchService を使用する場合は、OpenSearchインデックスを検索するフィルターパ
ターンとして 「cwl*」 を使用してください。OpenSearchサービスは、LogsCloudWatch から
ストリーミングされたログに 「cwl-」 というプレフィックスを付けてインデックスを作成しま
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す。AWSAppSyncAPI ログを、OpenSearch ServiceCloudWatch に送信される他のログと区別するため
に、graphQLAPIID.keyword=YourGraphQLAPIID検索にフィルタ式を追加することをお勧めします。

ログ形式移行
2019 年 5 月 8AWSAppSync 日以降に生成されるログイベントは、完全に構造化された JSON の形式に
なっています。2019 年 5 月 8 日より前の GraphQL リクエストを分析するには、GitHubサンプルにある
スクリプトを使用して古いログを完全に構造化された JSON に移行できます。2019 年 5 月 8 日より前の
ログ形式を使用する必要がある場合は、[Type (タイプ)] を [Account Management (アカウント管理)] に、
[Category (カテゴリ)] を [General Account Question (一般的なアカウント質問)] に設定して、サポートチ
ケットを作成します。

メトリクスフィルターを使用して、CloudWatchログデータを数値メトリクスに変換し、グラフを作成した
り、アラームを設定したりできます。CloudWatch

AWS X-Ray とのトレース
AWS X-Ray を使用して、AWS AppSync で実行されるリクエストをトレースできます。X-Ray は、X-Ray 
を利用できるすべての AWS リージョンで AWS AppSync と併用できます。X-Ray は、GraphQL リクエス
ト全体の詳細な概要を提供します。これにより、API とその基盤となるリゾルバーとデータソース内のレ
イテンシーを分析できます。X-Ray サービスマップを使用して、X-Ray と統合されている AWS サービス
など、リクエストのレイテンシーを表示できます。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基準に応じて指定できます。

X-Ray でのサンプリングの詳細については、「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。

セットアップと設定
AWS AppSync コンソールを使用して GraphQL API の X-Ray トレースを有効にできます。

1. AWS AppSync コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションパネルから [設定] を選択します。
3. X-Ray で、[X-Ray を有効にする] をオンにします。
4. [Save] (保存) を選択します。X-Ray が API に対して有効になりました。

AWS CLI または AWS CloudFormation を使用している場合は、xrayEnabled プロパティを true に設定
することで、新しい AWS AppSync API の作成時に X-Ray トレースを有効にしたり、既存の AWS API を
更新したりすることもできます。

AWS AppSync API で X-Rayトレースを有効にすると、適切なアクセス許可を持つ AWS Identity and 
Access Managementサービスリンクロールが自動的にアカウントに作成されます。これにより、AWS 
AppSync は安全な方法で X-Ray にトレースを送信できます。

X-Ray で API をトレースする
サンプリング
サンプリングルールを使用することで、コードを変更または再デプロイすることなく、その場で、AWS 
AppSync 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。たとえば、こ
のルールは、API ID 3n572shhcpfokwhdnq1ogu59v6 を持つ GraphQL API へのリクエストをサンプリン
グします。
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• ルール名 — test-sample
• 優先度 — 10
• リザーバのサイズ — 10
• 固定レート — 10
• サービス名 — *
• サービスタイプ — AWS::AppSync::GraphQLAPI
• HTTP メソッド — *
• リソース ARN — arn:aws:appsync:us-
west-2:123456789012:apis/3n572shhcpfokwhdnq1ogu59v6

• ホスト — *

トレースについて
GraphQL API の X-Ray トレースを有効にすると、X-Ray トレース詳細ページを使用して、API に対する
リクエストの詳細なレイテンシー情報を調べることができます。次に、この特定のリクエストのサービス
マップとともにトレースビューを表示する例を示します。リクエストは Post タイプを使用して postAPI
と呼ばれる API に対して行われました。そのデータは PostTable-Example という名前の Amazon 
DynamoDB テーブルに含まれています。

次のトレースイメージは、次の GraphQL クエリに対応しています。

query getPost { 
    getPost(id: "1") { 
      id 
      title 
    }
}

getPost クエリのリゾルバーは、基盤になる DynamoDB データソースを使用します。次のトレース
ビューには、 DynamoDB への呼び出しと、クエリの実行のさまざまな部分のレイテンシーが表示されま
す。
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CloudTrailAPI コールのログ記録

• 上の図では、/getPost は、解決される要素への完全なパスを表します。この場合、getPost はルート
Query タイプのフィールドであるため、パスのルートの直後に表示されます。

• requestMappingTemplateEvaluation は、AWS AppSync によってクエリ内のこの要素のリクエス
トマッピングテンプレートを評価するのに費やされた時間を表します。

• Query.getPost は、型とフィールド (Type.field 形式) を表します。API の構造とトレースされるリ
クエストに応じて、複数のサブセグメントを含めることができます。
• DynamoDB は、このリゾルバーにアタッチされているデータソースを表します。これに

は、DynamoDB へのネットワーク呼び出しがフィールドを解決するためのレイテンシーが含まれま
す。

• responseMappingTemplateEvaluation は、AWS AppSync によってクエリ内のこの要素のレス
ポンスマッピングテンプレートを評価するのに費やされた時間を表します。

X-Ray でトレースを表示する場合、サブセグメントを選択して詳細ビューを表示することで、AWS 
AppSync セグメント内のサブセグメントに関する追加のコンテキスト情報とメタデータ情報を取得できま
す。

深くネストされたクエリや複雑なクエリの場合、AWS AppSync によって X-Ray に配信されるセグメント
は、AWS X-Rayセグメントドキュメントで定義されているように、セグメントドキュメントで許可される
最大サイズよりも大きくなる場合があります。X-Ray では、制限を超えるセグメントは表示されません。

AWS AppSyncを使用したAWS CloudTrailAPI コー
ルのログ記録

AWS AppSync は、AWS AppSync で 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
クションを記録するサービスである AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail は、AWS AppSync 
のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、AWS 
AppSync コンソールからの呼び出しと、AWS AppSync API へのコード呼び出しが含まれます。CloudTrail 
で収集された情報を使用して、AWS AppSync 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把握できます。

追跡を作成する場合は、AWS AppSync のイベントなど、Amazon Simple Storage Service (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 コンソールで最新のイベントを表示できます。

Important

現在、すべての GraphQL アクションがログに記録されているわけではありません。AppSync は 
CloudTrail にクエリアクションとミューテーションアクションを記録しません。

CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail での AWS AppSync 情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。イベント履歴の CloudTrail 
コンソールで、AWS アカウントnの最近のイベントを、表示、検索、ダウンロードできます。詳細につい
ては、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「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。

AWS のイベントなど、AWS AppSync アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成し
ます。デフォルトでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべてのAWSリージョンに適用さ
れます。追跡は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、明記した 
Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータ
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をより詳細に分析し、それに基づく対応するためにその他の AWS サービスを設定できます。詳細につい
ては、AWS CloudTrail ユーザーガイドで次を参照してください。

• お使いのユーザにおける証跡の作成AWSアカウント
• AWS サービスと CloudTrail ログの統合
• Amazon SNSのCloudTrailの通知の設定
• 複数のリージョンからの CloudTrail ログファイルの受信
• 複数のアカウントからの CloudTrail ログファイルの受信

CloudTrail はすべてのAWS AppSync API オペレーションをログに記録します。たとえ
ば、CreateGraphqlApi、CreateDataSource、および ListResolvers の各 API を呼び出す
と、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。これらのオペレーションおよびその他のオペ
レーションは、に記載されています。「AWS AppSyncAPI リファレンス」に記載されています。

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 ID 情報は以下
のことを確認するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.

• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーの一時的なセキュリティ認証情報で行われたか。
• リクエストが、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、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「CloudTrail userIdentity Element」を参照してくださ
い。

AWS AppSync ログファイルエントリの理解
CloudTrail は、1 つ以上のログエントリがあるログファイルとしてイベントを送信します。各イベントは
任意の送信元からの単一のリクエストを表し、リクエストされたオペレーション、オペレーションの日
時、リクエストパラメータなどに関する情報を含みます。これらのログファイルは公開 API コールの順序
付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は CreateApiKey オペレーションを示す CloudTrail ログエントリです。

{ 
  "Records": [{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
      "type": "IAMUser", 
      "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice", 
      "accountId": "111122223333", 
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "userName": "Alice" 
    }, 
    "eventTime": "2018-01-31T21:49:09Z", 
    "eventSource": "appsync.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateApiKey", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.2.0.1", 
    "userAgent": "aws-cli/1.11.72 Python/2.7.11 Darwin/16.7.0 botocore/1.5.35", 
    "requestParameters": { 
      "apiId": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9jexample" 
    }, 
    "responseElements": { 
      "apiKey": { 

289

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-and-update-a-trail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html#cloudtrail-aws-service-specific-topics-integrations
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/getting_notifications_top_level.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html


AWS AppSync デベロッパーガイド
AWS AppSync ログファイルエントリの理解

      "id": "***", 
      "expires": 1518037200000 
      } 
    }, 
    "requestID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999", 
    "eventID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333" 
    } 
  ]
}

次の例は ListApiKeys オペレーションを示す CloudTrail ログエントリです。

{ 
  "Records": [{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
      "type": "IAMUser", 
      "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice", 
      "accountId": "111122223333", 
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "userName": "Alice" 
    }, 
    "eventTime": "2018-01-31T21:49:09Z", 
    "eventSource": "appsync.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListApiKeys", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.2.0.1", 
    "userAgent": "aws-cli/1.11.72 Python/2.7.11 Darwin/16.7.0 botocore/1.5.35", 
    "requestParameters": { 
      "apiId": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9jexample" 
    }, 
    "responseElements": { 
      "apiKeys": [ 
              { 
                    "id": "***", 
                    "expires": 1517954400000 
              }, 
              { 
                    "id": "***", 
                    "expires": 1518037200000 
              }, 
            ] 
    }, 
    "requestID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999", 
    "eventID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333" 
    } 
  ]
}

次の例は DeleteApiKey オペレーションを示す CloudTrail ログエントリです。

{ 
  "Records": [{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
      "type": "IAMUser", 
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      "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice", 
      "accountId": "111122223333", 
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "userName": "Alice" 
    }, 
    "eventTime": "2018-01-31T21:49:09Z", 
    "eventSource": "appsync.amazonaws.com", 
    "eventName": "DeleteApiKey", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.2.0.1", 
    "userAgent": "aws-cli/1.11.72 Python/2.7.11 Darwin/16.7.0 botocore/1.5.35", 
    "requestParameters": { 
      "id": "***", 
      "apiId": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9jexample" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999", 
    "eventID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333" 
    } 
  ]
}

AWS AppSyncプライベート API の使用
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、VPC からのみアクセスできる API を作成で
きますAWS AppSync。プライベートAPIを使用すると、データを公開することなく、内部アプリケーショ
ンへのAPIアクセスを制限し、GraphQLおよびRealtimeエンドポイントに接続できます。

VPCAWS AppSync とサービスとのプライベート接続を確立するには、エンドポイントは、インターネッ
トゲートウェイAWS PrivateLink、VPN Connect、ダイレクトコネクト接続のいずれも必要とせずにAWS 
AppSync API にプライベートにアクセスできるを利用しています。VPC のインスタンスは、パブリック 
IP アドレスがなくても AWS AppSync API と通信できます。VPC と AWS AppSync との間のトラフィッ
クは、AWS ネットワークを離れません。
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プライベート API 機能を有効にする前に考慮すべき要素が他にもいくつかあります。

• プライベート DNS 機能を有効にして VPC インターフェイスエンドポイントを設定すると、VPC 内のリ
ソースは、AWS AppSync生成された API URLAWS AppSync を使用して他のパブリック API を呼び出
すことができなくなります。AWS AppSyncこれは、パブリック API へのリクエストがインターフェイ
スエンドポイント経由でルーティングされているためで、パブリック API では許可されていません。こ
のシナリオでパブリック API を呼び出すには、パブリック API でカスタムドメイン名を設定することを
お勧めします。これにより、VPC 内のリソースはそのドメイン名を使用してパブリック API を呼び出す
ことができます。

• AWS AppSyncプライベート API は VPC からのみ利用できます。AWS AppSyncコンソールのクエリエ
ディタが API にアクセスできるのは、ブラウザのネットワーク設定がトラフィックを VPC にルーティ
ングできる場合のみです (VPN 経由の接続や Direct Connect 経由の接続など)。

• の VPC インターフェイスエンドポイントを使用するとAWS AppSync、AWS同じアカウントとリージョ
ンのどのプライベート API にもアクセスできます。プライベート API へのアクセスをさらに制限するに
は、以下のオプションを検討してください。
• 必要な管理者だけがの VPC エンドポイントインターフェイスを作成できるようにしますAWS 

AppSync。
• VPC エンドポイントのカスタムポリシーを使用して、VPC 内のリソースから呼び出せる API を制限

します。
• VPC 内のリソースについては、IAM 認証を使用してAWS AppSync API を呼び出すことをお勧めしま

す。これにより、リソースにスコープダウンされたロールが API に割り当てられるようになります。
• IAM プリンシパルを制限するポリシーを作成または使用する場合は、authorizationTypeAWS_IAMメ

ソッドをまたはに設定する必要がありますNONE。

AWS AppSyncプライベート API の作成
以下の手順は、AWS AppSyncサービスでプライベート API を作成する方法を示しています。

Warning

プライベート API 機能は、API の作成時にのみ有効にできます。この設定は、作成後にAWS 
AppSync APIAWS AppSync またはプライベート API で変更することはできません。

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

• ダッシュボードで、[API の作成] を選択します。
2. [API をゼロから設計] を選択し、[次へ] を選択します。
3. 「プライベート API」セクションで、「プライベート API 機能を使用する」を選択します。
4. API のデータを確認し、[作成] を選択します。

AWS AppSyncプライベート API を使用する前に、VPCAWS AppSync のインターフェイスエンドポイント
を設定する必要があります。Private API と VPCAWS は同じアカウントとリージョンに存在する必要があ
ることに注意してください。

用用用の作成AWS AppSync
Amazon VPC コンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI)AWS AppSync を使用してリ
ソースを作成することができます。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
エンドポイントの作成」を参照してください。

Console

1. にサインインしてAWS Management Console、Amazon VPC コンソールのエンドポイントページ
を開きます。
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2. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

a. 「サービスカテゴリ」フィールドで、AWSサービスが選択されていることを確認します。
b. 「サービス」テーブルで、を選択しますcom.amazonaws.region.appsync。Type 列の値

がであることを確認しますInterface。
c. VPC フィールドで、VPC とそのサブネットを選択します。
d. エンドポイントでプライベート DNS 機能を有効にするには、[DNS 名を有効にする] チェッ

クボックスを選択します。
e. [セキュリティグループ] フィールドで、1 つ以上のセキュリティグループを選択します。

3. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

CLI

create-vpc-endpoint コマンドを使用し、VPC ID、VPC エンドポイントタイプ (インターフェイ
ス)、サービス名、エンドポイントを使用するサブネット、および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指定します。例:

$ aws ec2 create-vpc-endpoint —vpc-id vpc-ec43eb89 \ 
  —vpc-endpoint-type Interface \ 
  —service-name com.amazonaws.us-east-1.appsync \ 
  —subnet-id subnet-abababab —security-group-id sg-1a2b3c4d

プライベート DNS オプションを使用するに
は、VPCenableDnsHostnamesenableDnsSupportattributes および値を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 属性の表示と更新」を参照して
ください。インターフェイスエンドポイントのプライベート DNS 機能を有効にすると、以下の形式を使
用して、デフォルトのパブリック DNS エンドポイントを使用してAWS AppSync API GraphQL と Real-
Time エンドポイントにリクエストを送信できます。

https://{api_url_identifier}.appsync-api.{region}.amazonaws.com/graphql

サービスエンドポイントの詳細については、『AWS一般リファレンス』の「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。

エンドポイントを介したサービスへのアクセス (Amazon VPC ユーザーガイド) を参照してください。

を使用してエンドポイントを作成および設定する方法については
AWSCloudFormation、AWSCloudFormationユーザーガイドのAWS:: EC2:: VpcEndpoint リソースを参照し
てください。

高度な の例
インターフェイスエンドポイントのプライベート DNS 機能を有効にすると、以下の形式を使用して、デ
フォルトのパブリック DNS エンドポイントを使用してAWS AppSync API GraphQL と Real-Time エンド
ポイントにリクエストを送信できます。

https://{api_url_identifier}.appsync-api.{region}.amazonaws.com/graphql

VPC エンドポイントを主催している場合、API を呼び出すための次のは次のようになります。

https://{vpc_endpoint_id}-{endpoint_dns_identifier}.appsync-api.
{region}.vpce.amazonaws.com/graphql
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AZ にエンドポイントをデプロイしている場合は、AZ 固有の DNS ホスト名を使用することもできます。

https://{vpc_endpoint_id}-{endpoint_dns_identifier}-{az_id}.appsync-api.
{region}.vpce.amazonaws.com/graphql.

VPC エンドポイントのパブリック DNS 名を使用するには、AWS AppSync API エンドポイントのホスト
名をリクエストのヘッダーとして、Host x-appsync-domainまたはヘッダーとして渡す必要がありま
す。次の例では、TodoAPI「サンプルスキーマの起動」ガイドで作成されたものを使用しています。

curl https://{vpc_endpoint_id}-{endpoint_dns_identifier}.appsync-api.
{region}.vpce.amazonaws.com/graphql \
-H "Content-Type:application/graphql" \
-H "x-api-key:da2-{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}" \
-H "Host:{api_url_identifier}.appsync-api.{region}.amazonaws.com" \
-d '{"query":"mutation add($createtodoinput: CreateTodoInput!) {\n createTodo(input: 
 $createtodoinput) {\n id\n name\n where\n when\n description\n }\n}","variables":
{"createtodoinput":{"name":"My first GraphQL task","when":"Friday Night","where":"Day 
 1","description":"Learn more about GraphQL"}}}'

以下の例では、「サンプルスキーマの起動」ガイドで生成された Todo アプリを使用します。サンプル 
Todo API をテストするために、プライベート DNS を使用して API を呼び出します。任意のコマンドライ
ンツールを使用できます。この例では、curl を使用してクエリとミューテーションを送信し、wscat を使
用してサブスクリプションを設定します。この例をエミュレートするには、{ }以下のコマンドの括弧内
の値を、AWSアカウントの対応する値に置き換えてください。

ミューテーション操作のテスト —createTodo リクエスト

curl https://{api_url_identifier}.appsync-api.{region}.amazonaws.com/graphql \
-H "Content-Type:application/graphql" \
-H "x-api-key:da2-{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}" \
-d '{"query":"mutation add($createtodoinput: CreateTodoInput!) {\n createTodo(input: 
 $createtodoinput) {\n id\n name\n where\n when\n description\n }\n}","variables":
{"createtodoinput":{"name":"My first GraphQL task","when":"Friday Night","where":"Day 
 1","description":"Learn more about GraphQL"}}}'

ミューテーション操作のテスト —createTodo レスポンス

{ 
    "data": { 
        "createTodo": { 
            "id": "<todo-id>", 
            "name": "My first GraphQL task", 
            "where": "Day 1", 
            "when": "Friday Night", 
            "description": "Learn more about GraphQL" 
        } 
    }
}

クエリ操作のテスト —listTodos リクエスト

curl https://{api_url_identifier}.appsync-api.{region}.amazonaws.com/graphql \
-H "Content-Type:application/graphql" \
-H "x-api-key:da2-{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}" \
-d '{"query":"query ListTodos {\n listTodos {\n items {\n description\n id\n name\n 
 when\n where\n }\n }\n}\n","variables":{"createtodoinput":{"name":"My first GraphQL 
 task","when":"Friday Night","where":"Day 1","description":"Learn more about GraphQL"}}}'

クエリ操作のテスト —listTodos リクエスト
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{ 
  "data": { 
    "listTodos": { 
      "items": [ 
        { 
          "description": "Learn more about GraphQL", 
          "id": "<todo-id>", 
          "name": "My first GraphQL task", 
          "when": "Friday night", 
          "where": "Day 1" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

サブスクリプション操作のテスト —createTodo ミューテーションへのサブスクライブ

で GraphQL サブスクリプションを設定するにはAWS AppSync、「WebSocketリアルタイムクライアント
の構築」を参照してください。VPC の Amazon EC2 インスタンスから、wscatAWS AppSync を使用して
プライベート API サブスクリプションエンドポイントをテストできます。以下の例では、API KEY認証に
を使用しています。

$ header=`echo '{"host":"{api_url_identifier}.appsync-api.{region}.amazonaws.com","x-api-
key":"da2-{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}"}' | base64 | tr -d '\n'`
$ wscat -p 13 -s graphql-ws -c  "wss://{api_url_identifier}.appsync-realtime-api.us-
west-2.amazonaws.com/graphql?header=$header&payload=e30="
Connected (press CTRL+C to quit)
> {"type": "connection_init"}
< {"type":"connection_ack","payload":{"connectionTimeoutMs":300000}}
< {"type":"ka"}
> {"id":"f7a49717","payload":{"data":"{\"query\":\"subscription onCreateTodo {onCreateTodo 
 {description id name where when}}\",\"variables\":{}}","extensions":{"authorization":
{"x-api-key":"da2-{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}","host":"{api_url_identifier}.appsync-api.
{region}.amazonaws.com"}}},"type":"start"}
< {"id":"f7a49717","type":"start_ack"}

または、VPC エンドポイントのドメイン名を使用し、wscatコマンドに Host ヘッダーを指定してウェブ
ソケットを確立してください。

$ header=`echo '{"host":"{api_url_identifier}.appsync-api.{region}.amazonaws.com","x-api-
key":"da2-{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}"}' | base64 | tr -d '\n'`
$ wscat -p 13 -s graphql-ws -c  "wss://{vpc_endpoint_id}-{endpoint_dns_identifier}.appsync-
api.{region}.vpce.amazonaws.com/graphql?header=$header&payload=e30=" --header Host:
{api_url_identifier}.appsync-realtime-api.us-west-2.amazonaws.com
Connected (press CTRL+C to quit)
> {"type": "connection_init"}
< {"type":"connection_ack","payload":{"connectionTimeoutMs":300000}}
< {"type":"ka"}
> {"id":"f7a49717","payload":{"data":"{\"query\":\"subscription onCreateTodo {onCreateTodo 
 {description id priority title}}\",\"variables\":{}}","extensions":{"authorization":
{"x-api-key":"da2-{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}","host":"{api_url_identifier}.appsync-api.
{region}.amazonaws.com"}}},"type":"start"}
< {"id":"f7a49717","type":"start_ack"}

以下のミューテーションコードを実行してください。

curl https://{api_url_identifier}.appsync-api.{region}.amazonaws.com/graphql \
-H "Content-Type:application/graphql" \
-H "x-api-key:da2-{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}" \
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-d '{"query":"mutation add($createtodoinput: CreateTodoInput!) {\n createTodo(input: 
 $createtodoinput) {\n id\n name\n where\n when\n description\n }\n}","variables":
{"createtodoinput":{"name":"My first GraphQL task","when":"Friday Night","where":"Day 
 1","description":"Learn more about GraphQL"}}}'

その後、サブスクリプションがトリガーされ、メッセージ通知が次のように表示されます。

< {"id":"f7a49717","type":"data","payload":{"data":{"onCreateTodo":{"description":"Go to 
 the shops","id":"169ce516-b7e8-4a6a-88c1-ab840184359f","priority":5,"title":"Go to the 
 shops"}}}}

IAM ポリシーを使用してパブリック API の作成を制限
する
AWS AppSyncプライベート API で使用する IAM Conditionステートメントをサポートしま
す。visibilityappsync:CreateGraphqlApiこのフィールドをオペレーションの IAM ポリシース
テートメントに含めると、どの IAM ロールとユーザーがプライベート API とパブリック API を作成でき
るかを制御できます。これにより、IAM管理者は、ユーザーがプライベートGraphQL APIを作成すること
のみを許可するIAMポリシーを定義できます。パブリック API を作成しようとするユーザーは、不正な
メッセージを受け取ります。

たとえば、IAM 管理者はプライベート API の作成を許可する次の IAM ポリシーステートメントを作成でき
ます。

{ 
    "Sid": "AllowPrivateAppSyncApis", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "appsync:CreateGraphqlApi", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEquals": { 
            "appsync:Visibility": "PRIVATE" 
        } 
    }
}

IAM 管理者は、以下のサービスコントロールポリシーを追加して、AWS組織内のすべてのユーザーがプラ
イベートAWS AppSync API 以外の API を作成できないようにすることもできます。

{ 
    "Sid": "BlockNonPrivateAppSyncApis", 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "appsync:CreateGraphqlApi", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringNotEquals": { 
            "appsync:Visibility": "PRIVATE" 
        } 
    }
}
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認可と認証
このセクションでは、実行するアプリケーションのセキュリティとデータ保護を設定するオプションにつ
いて説明します。

認可タイプ
AWS AppSyncGraphQL API を操作するためにアプリケーションを認証するには、5 つの方法がありま
す。AWS AppSync API または CLI コールで次のいずれかの認証タイプ値を指定することで、使用する認
証タイプを指定します。

• API_KEY

API キーを使用する場合。
• AWS_LAMBDA

AWS Lambda 機能を使用する場合。
• AWS_IAM

AWS Identity and Access Management(IAM) アクセス許可を使用する場合。
• OPENID_CONNECT

OpenID Connect プロバイダーを使用する場合。
• AMAZON_COGNITO_USER_POOLS

Amazon Cognito ユーザープールを使用する場合。

これらの基本的な承認タイプは、ほとんどの開発者に有効です。より高度なユー
スケースでは、コンソール、CLI、AWS CloudFormation を使用してさらに承認
モードを追加できます。その他の認証モードについては、上記の値を使用する認証
タイプ (つまり、、、API_KEY、AWS_LAMBDAAWS_IAMOPENID_CONNECT、およ
びAMAZON_COGNITO_USER_POOLS)AWS AppSync が用意されています。

メインまたはデフォルトの承認タイプとしてAPI_KEY、AWS_LAMBDA、または AWS_IAM を指定した場
合、それを追加の承認モードの 1 つとして再び指定することはできません。同様に、追加の承認モード間
で API_KEY、AWS_LAMBDA、または AWS_IAM を重複して使用することはできません。複数の Amazon 
Cognito ユーザープールと OpenID Connect プロバイダーを使用できます。ただし、デフォルトの承認
モードと追加の承認モード間で Amazon Cognito ユーザープールまたは OpenID Connect プロバイダーを
重複して使用することはできません。Amazon Cognito ユーザープールまたは OpenID Connect プロバイ
ダーに異なる複数のクライアントを設定する場合、対応する正規表現を使用できます。

API_キー認証
認証されていない API は、認証された API よりも厳格なスロットリングが必要になります。認証されて
いない GraphQL エンドポイントに対してスロットリングを制御する方法の 1 つは API キーを使用しま
す。API キーは、アプリケーションにハードコードされた値です。認証されていない GraphQL エンドポイ
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ントを作成するときに AWS AppSync サービスによって生成されます。コンソール、CLI、または API リ
ファレンスからAWS AppSync API キーを更新できます。

Console

1. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。

a. API ダッシュボードで、お使いの GraphQL API を選択します。
b. サイドバーで [設定] を選択します。

2. [デフォルト認証モード] で [API キー] を選択します。
3. API キーテーブルで、「新規」を選択します。

新しい API キーがテーブルに生成されます。

• 古い API キーを削除するには、表から API キーを選択し、[削除] を選択します。
4. [Save] (保存) を選択します。

API

• API を呼び出して GraphQL UpdateGraphqlApiAPI オブジェクトを作成します。

CLI

1. まだ行っていない場合は、AWS CLI へのアクセスを構成します。詳細については、「設定の基
本」を参照してください。

2. update-graphql-apiコマンドを実行して GraphQL API オブジェクトを作成します。

この特定のコマンドには、次の 2 つのパラメータを入力する必要があります。

1. GraphQL API の。api-id

2. 新しい APIname です。同じものを使用できますname。
3. はauthentication-type、どちらになりますAPI_KEY。

Note

このようなパラメータは他にも設定する必要がありますが、Region通常はデフォルトで 
CLI 設定値になります。

たとえば、のようにします。

aws appsync update-graphql-api --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --name TestAPI 
 --authentication-type API_KEY

出力は CLI に返されます。たとえば、JSON の例を次に示します。

{ 
    "graphqlApi": { 
        "xrayEnabled": false, 
        "name": "TestAPI", 
        "authenticationType": "API_KEY", 
        "tags": {}, 
        "apiId": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", 
        "uris": { 
            "GRAPHQL": "https://s8i3kk3ufhe9034ujnv73r513e.appsync-api.us-
west-2.amazonaws.com/graphql", 
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            "REALTIME": "wss://s8i3kk3ufhe9034ujnv73r513e.appsync-realtime-api.us-
west-2.amazonaws.com/graphql" 
        }, 
        "arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:348581070237:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" 
    }
}

API キーは、最大 365 日間有効に設定可能で、該当日からさらに最大 365 日、既存の有効期限を延長でき
ます。API キーは、パブリック API の公開が安全であるユースケース、または開発目的での使用が推奨さ
れます。

クライアントでは、API キーをヘッダー x-api-key で指定します。

たとえば、API_KEY が 'ABC123' である場合、次のように curl 経由で GraphQL クエリを送信できま
す。

$ curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "x-api-key:ABC123" -d '{ "query": 
 "query { movies { id } }" }' https://YOURAPPSYNCENDPOINT/graphql

AWS_LAMBDA 認証
AWS Lambda 機能を使用して、独自の API 認証ロジックを実装できます。Lambda 関数をプライマリオー
ソライザーまたはセカンダリオーソライザーに使用できますが、API ごとに Lambda 認証関数は 1 つしか
ありません。Lambda 関数を認証に使用する場合、次のことが適用されます。

• APIAWS_LAMBDAAWS_IAM でおよび認証モードが有効になっている場合、SigV4AWS_LAMBDA 署名を認
証トークンとして使用することはできません。

• APIAWS_LAMBDAOPENID_CONNECTAMAZON_COGNITO_USER_POOLS でおよび認証モードまたは認証
モードが有効になっている場合、OIDCAWS_LAMBDA トークンを認証トークンとして使用することはで
きません。OIDC トークンはベアラースキームでも構わないことに注意してください。

• Lambda 関数は、リゾルバに対して 5MB を超えるコンテキストデータを返してはいけません。

たとえば、認証トークン が 'ABC123' である場合、次のように curl 経由で GraphQL クエリを送信できま
す。

$ curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "Authorization:ABC123" -d 
 '{ "query": 
         "query { movies { id } }" }' https://YOURAPPSYNCENDPOINT/graphql 
       

Lambda 関数は、各クエリまたはミューテーションの前に呼び出されますが、戻り値はキャッシュされま
す。繰り返しおこなわれるリクエストでは、API ID と認証トークンに基づいてキャッシュされる前に 1 回
だけ関数が呼び出されます。デフォルトでは、このキャッシュ時間は 300 秒（5 分）ですが、これは API 
レベルで、または関数の戻り値の ttlOverride 値を設定することでオーバーライドすることができま
す。

必要に応じて、関数が呼び出される前に認証トークンを検証する正規表現を指定できます。これらの正
規表現は、関数が呼び出される前に、認証トークンが正しい形式であることを検証するために使用されま
す。この正規表現と一致しないトークンを使用したリクエストは、自動的に拒否されます。

認証に使用する Lambda 関数には、AWS AppSync がその Lambda 関数を呼び出すのを許可するため
に適用される appsync.amazonaws.com 用のプリンシパルポリシーが必要です。この操作は、AWS 
AppSync コンソールで自動的におこなわれます。AWS AppSync コンソールはポリシーを削除しませ
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ん。Lambda 関数へのポリシーの添付に関する詳細については、AWS Lambdaデベロッパーガイドの「リ
ソースベースのポリシー」を参照ください。

指定した Lambda 関数は次の形状のイベントを受け取ります。

{ 
    "authorizationToken": "ExampleAUTHtoken123123123", 
    "requestContext": { 
        "apiId": "aaaaaa123123123example123", 
        "accountId": "111122223333", 
        "requestId": "f4081827-1111-4444-5555-5cf4695f339f", 
        "queryString": "mutation CreateEvent {...}\n\nquery MyQuery {...}\n", 
        "operationName": "MyQuery", 
        "variables": {} 
    }
}

認証関数は少なくとも、リクエストが認証されたかどうかを示すブール型の isAuthorized を返す必要
があります。AWS AppSync は、Lambda 認証関数から返される次のキーを認識します。

関数のリスト
isAuthorized (boolean、必須)

GraphQL API への呼び出しをおこなうために authorizationToken の値が認証されるかどうかを示
すブール値。

この値が true の場合、GraphQL API の実行が継続されます。この値が false の場
合、UnauthorizedException が生成されます。

deniedFields (文字列のリスト、オプション)

リゾルバーから値が返された場合でも、そのリストは強制的に null に変更されます。

各項目は、arn:aws:appsync:us-east-1:111122223333:apis/GraphQLApiId/
types/TypeName/fields/FieldName の形式、または TypeName.FieldName の短い形式の完全
修飾フィールド ARN です。2 つの API がラムダ関数のオーソライザーを共有し、2 つの API の間に
共通の型とフィールドの間にあいまいさがある可能性がある場合は、完全な ARN 形式を使用する必
要があります。

resolverContext (JSON オブジェクト、オプション)

リゾルバーテンプレート内の $ctx.identity.resolverContext として可視化されるJSON オブ
ジェクト。たとえば、リゾルバーによって次の構造体が返されたとします。

{ 
  "isAuthorized":true 
  "resolverContext": { 
    "banana":"very yellow", 
    "apple":"very green"  
  }
}

リゾルバーテンプレート内の値 $ctx.identity.resolverContext.apple は「very green」に
なります。resolverContext オブジェクト はキーと値のペアのみをサポートします。ネストされた
キーはサポートされません。

Warning

この JSON オブジェクトの合計サイズは 5 MB を超えないようにしてください。
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ttlOverride (integer、オプション)

応答をキャッシュする秒数。値が返されない場合は、API からの値（設定されている場合）またはデ
フォルトの 300 秒（5 分）が使用されます。これが 0 の場合、応答はキャッシュされません。

Lambda オーソライザーのタイムアウトは 10 秒です。API のパフォーマンスをスケールするために、でき
るだけ短い時間で実行する関数を設計することをお勧めします。

複数 AWS AppSync API は単一の認証 Lambda 関数を共有できます。クロスアカウントオーソライザーの
使用は許可されていません。

複数の API 間で認証関数を共有する場合は、短い形式のフィールド名 (typename.fieldname) が誤っ
てフィールドを隠すことがあります。deniedFields のフィールドを明確化するには、明確なフィー
ルド ARN を arn:aws:appsync:region:accountId:apis/GraphQLApiId/types/typeName/
fields/fieldName の形式で指定できます。

AWS AppSync で Lambda 関数をデフォルトの認証モードとして追加するには、

Console

1. AWS AppSync コンソールにログインして、更新する API に移動します。
2. API の設定ページに移動します。

API レベルの認証を AWS Lambda に変更します。
3. AWS リージョンと Lambda ARN を選択して API 呼び出しを承認します。

Note

適切なプリンシパルポリシーが自動的に追加され、AWS AppSync Lambda 関数を呼び出
します。

4. 必要に応じて、レスポンス TTL とトークン検証の正規表現を設定します。

AWS CLI

1. 使用中の Lambda 関数に次のポリシーをアタッチします。

aws lambda add-permission --function-name "my-function" --statement-id "appsync" --
principal appsync.amazonaws.com --action lambda:InvokeFunction --output text 

Important

関数のポリシーを単一の GraphQL API にロックする場合は、次のコマンドを実行できま
す。

aws lambda add-permission --function-name “my-function” --statement-id 
 “appsync” --principal appsync.amazonaws.com --action lambda:InvokeFunction 
 --source-arn “<my AppSync API ARN>” --output text

2. AWS AppSync API をアップデートして、指定された Lambda 関数 ARN をオーソライザーとして
使用します。

aws appsync update-graphql-api --api-id example2f0ur2oid7acexample --
name exampleAPI --authentication-type AWS_LAMBDA --lambda-authorizer-config 
 authorizerUri="arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:my-function"
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Note

トークンの正規表現など、他の設定オプションを含めることもできます。

次の例では、Lambda 関数がAWS AppSync 認証メカニズムとして使用されたとき、その Lambda 関数が
持つさまざまな認証状態および認証失敗状態を示しています。

def handler(event, context): 
  # This is the authorization token passed by the client 
  token = event.get('authorizationToken') 
  # If a lambda authorizer throws an exception, it will be treated as unauthorized.  
  if 'Fail' in token: 
    raise Exception('Purposefully thrown exception in Lambda Authorizer.') 

  if 'Authorized' in token and 'ReturnContext' in token: 
    return { 
      'isAuthorized': True, 
      'resolverContext': { 
        'key': 'value' 
      } 
    } 

  # Authorized with no f 
  if 'Authorized' in token: 
    return { 
      'isAuthorized': True 
    } 
  # Partial authorization 
  if 'Partial' in token: 
    return { 
      'isAuthorized': True, 
      'deniedFields':['user.favoriteColor'] 
    } 
  if 'NeverCache' in token: 
    return { 
      'isAuthorized': True, 
      'ttlOverride': 0 
    } 
  if 'Unauthorized' in token: 
    return { 
      'isAuthorized': False 
    } 
  # if nothing is returned, then the authorization fails.  
  return {}

SIGv4 および OIDC トークンの認証制限の回避
以下の方法を使用すると、特定の認証モードが有効になっている場合に SigV4 署名または OIDC トークン
を Lambda 認証トークンとして使用できないという問題を回避できます。

の APIAWS_IAM でおよび認証モードが有効になっているときに、SigV4 署名を LambdaAWS_LAMBDA 認証
トークンとして使用する場合は、次の操作を行います。AWS AppSync

• 新しい Lambda 認証トークンを作成するには、SigV4 署名にランダムなサフィックスやプレフィックス
を追加します。

• 元の SIgV4 署名を取得するには、Lambda 認証トークンからランダムなプレフィックスやサフィックス
を削除して Lambda 関数を更新します。次に、元のSIgV4署名を認証に使用します。
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の API の認証モードまたは認証モードが有効になっているときに、OIDC トークン
を LambdaAWS_LAMBDA 認証トークンとして使用する場合は、次の操作を行いま
す。OPENID_CONNECTAMAZON_COGNITO_USER_POOLSAWS AppSync

• 新しい Lambda 認証トークンを作成するには、OIDC トークンにランダムなサフィックスやプレフィッ
クスを追加します。Lambda 認証トークンには Bearer スキームのプレフィックスを含めないでくださ
い。

• 元の OIDC トークンを取得するには、Lambda 認証トークンからランダムなプレフィックスやサフィッ
クスを削除して Lambda 関数を更新します。次に、元のOIDCトークンを使用して認証を行います。

AWS_IAM 認証
この承認タイプでは、GraphQL API に対してAWS署名バージョン 4 署名プロセスを使用する必要があり
ます。Identity and Access Management (IAM) アクセスポリシーをこの承認タイプに関連付けることが
できます。アクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキーで構成) または Amazon Cognito 
フェデレーテッドアイデンティティによって提供される有効期限の短い、一時的な認証情報を使用して、
アプリケーションでこの関連付けを活用します。

すべてのデータオペレーションを実行できるアクセス権限を持つロールが必要な場合。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "appsync:GraphQL" 
         ], 
         "Resource": [ 
            "arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/*" 
         ] 
      } 
   ]
}

YourGraphQLApiId AppSyncコンソールのメインの API リストページの API 名のすぐ下にありま
す。CLI aws appsync list-graphql-apis を使用して取得することもできます。

特定の GraphQL オペレーションのみにアクセスを制限するには、ルートの
Query、Mutation、Subscription の各フィールドに対してこれを実行します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "appsync:GraphQL" 
         ], 
         "Resource": [ 
            "arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/types/Query/
fields/<Field-1>", 
            "arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/types/Query/
fields/<Field-2>", 
            "arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/types/Mutation/
fields/<Field-1>", 
            "arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/types/
Subscription/fields/<Field-1>" 
         ] 
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     } 
   ]
}

たとえば、以下のスキーマがあり、すべての投稿を取得するアクセスを制限する場合。

schema { 
   query: Query 
   mutation: Mutation
}

type Query { 
   posts:[Post!]!
}

type Mutation { 
   addPost(id:ID!, title:String!):Post!
}

ロール (Amazon Cognito ID プールなどにアタッチできる) に対応する IAM ポリシーは次のようになりま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
            "appsync:GraphQL" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/types/Query/
fields/posts" 
            ] 
        } 
    ]
}

OPENID _CONNECT オーソリ
この認証タイプは、OIDC 準拠のサービスによって提供される OpenID 接続 (OIDC) トークンを強制しま
す。アプリケーションは、アクセス制御に対して、使用する OIDC プロバイダーによって定義されたユー
ザーと権限を活用できます。

発行者 URL は、AWS AppSync に指定する唯一の必須設定値です (https://auth.example.com
など)。この URL は、HTTPS を介してアドレス可能である必要があります。AWS AppSync 発
行者 URL/.well-known/openid-configuration に追加し、OpenID Connecthttps://
auth.example.com/.well-known/openid-configuration 検出仕様に従って OpenID 構成を検索
します。この URL で RFC5785 準拠の JSON ドキュメントを取得するものとします。この JSON ドキュ
メントに jwks_uri キーが含まれている必要があります。これは JWKS JSON Web キー (JWKS) ドキュ
メントと署名キーを指します。AWS AppSync JWKSkty にはとの JSON フィールドが含まれている必要
がありますkid。

AWS AppSync は、さまざまな署名アルゴリズムをサポートしています。

署名アルゴリズム

256
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署名アルゴリズム
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HS256

HS384

HS512
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RSA アルゴリズムを使用することをお勧めします。プロバイダーによって発行されたトークンに、トー
クンが発行された時刻 (iat) が含まれている必要があり、認証された時刻 (auth_time) が含まれる場
合があります。発行時刻の TTL 値 (iatTTL) および認証時刻の TTL 値 (authTTL) を、追加の検証用
に OpenID Connect 設定に入力できます。使用するプロバイダーが複数のアプリケーションを認証して
いる場合は、クライアント ID で認証するために使用される正規表現を (clientId) も入力できます。
がclientId OpenID Connect 設定に含まれている場合は、AWS AppSync clientIdaudazpがトークン
内のまたはクレームと一致することを要求してクレームを検証します。

複数のクライアント ID を検証するには、正規表現で「or」であるパイプライン演算子 ("|") を使用
します。たとえば、OIDC アプリケーションに 4 つのクライアントがあり、そのクライアント ID が 
0A1S2D、1F4G9H、1J6L4B、6GS5MG などである場合、最初の 3 つのクライアント ID のみを検証する
には、クライアント ID フィールドに「1F4G9H|1J6L4B|6GS5MG」と入力します。

AMAZON コグニト_ユーザープール認証
この認証タイプでは、Amazon Cognito ユーザープールによって提供される OIDC トークンが使用されま
す。アプリケーションはさらに、ユーザープール内のユーザーとグループを活用して、これらをアクセス
をコントロールするための GraphQL フィールドに関連付けることができます。

Amazon Cognito ユーザープールを使用する場合、ユーザーが属するグループを作成できます。この情報
は JWT トークンの中にエンコードされます。これはアプリケーションが、GraphQL オペレーションを送
信するときに authorizaton ヘッダーで AWS AppSync に送信します。スキーマで GraphQL ディレクティ
ブを使用して、フィールドでどのグループがどのリゾルバーを起動できるのかを制御します。したがって
カスタマーのアクセスを細かく制御できます。

たとえば、以下の GraphQL スキーマがあるとします。

schema { 
   query: Query 
   mutation: Mutation
}

type Query { 
   posts:[Post!]!
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}

type Mutation { 
   addPost(id:ID!, title:String!):Post!
}
...

Amazon Cognito ユーザープールに 2 つのグループ (bloggers と readers) があり、readers が新しいエント
リを追加できないように制限する場合、スキーマは次のようになります。

schema { 
   query: Query 
   mutation: Mutation
}

type Query { 
   posts:[Post!]! 
   @aws_auth(cognito_groups: ["Bloggers", "Readers"])
}

type Mutation { 
   addPost(id:ID!, title:String!):Post! 
   @aws_auth(cognito_groups: ["Bloggers"])
}
...

grant-or-deny アクセスに関する特定のストラテジーをデフォルトにしたい場合は、@aws_authディレク
ティブを省略できることに注意してください。コンソールまたは次の CLI コマンドを使用して GraphQL 
API を作成するときに、 grant-or-deny ユーザープール設定でストラテジーを指定できます。

$ aws appsync --region us-west-2 create-graphql-api --authentication-type 
 AMAZON_COGNITO_USER_POOLS  --name userpoolstest --user-pool-config '{ "userPoolId":"test", 
 "defaultEffect":"ALLOW", "awsRegion":"us-west-2"}'

その他の認証モードの使用
追加の承認モードを追加するとき、AWS AppSync GraphQL API レベル (GraphqlApi オブジェクトで直
接設定できる authenticationType フィールド) で、承認設定を直接定義できます。この設定はスキー
マのデフォルトになります。つまり、特定のディレクティブのないタイプは API レベルの承認設定を渡す
必要があります。

スキーマレベルでは、スキーマでディレクティブを使用して追加の承認モードを指定できます。スキーマ
の個々のフィールドに承認モードを指定できます。たとえば、API_KEY 承認の場合、スキーマオブジェク
トタイプの定義/フィールドで @aws_api_key を使用します。以下のディレクティブは、スキーマフィー
ルドおよびオブジェクトタイプ定義でサポートされています。

• @aws_api_key - フィールドが API_KEY で承認されることを指定します。
• @aws_iam - フィールドが AWS_IAM で承認されることを指定します。
• @aws_oidc - フィールドが OPENID_CONNECT で承認されることを指定します。
• @aws_cognito_user_pools - フィールドが AMAZON_COGNITO_USER_POOLS で承認されることを指

定します。
• @aws_lambda - フィールドが AWS_LAMBDA で承認されることを指定します。

@aws_auth ディレクティブを追加の承認モードと共に使用することはできません。@aws_auth は、追加
の承認モードのない AMAZON_COGNITO_USER_POOLS 承認のコンテキストでのみ機能します。ただし、同
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じ引数で @aws_auth ディレクティブの代わりに @aws_cognito_user_pools ディレクティブを使用で
きます。2 つの主な違いは、フィールドとオブジェクトタイプの定義で @aws_cognito_user_pools を
指定できることです。

追加の承認モードがどのように機能し、スキーマでどのように指定できるかを理解するために、以下のス
キーマを見てみましょう。

schema { 
   query: Query 
   mutation: Mutation
}

type Query { 
   getPost(id: ID): Post 
   getAllPosts(): [Post] 
   @aws_api_key
}

type Mutation { 
   addPost( 
      id: ID! 
      author: String! 
      title: String! 
      content: String! 
      url: String! 
   ): Post!
}

type Post @aws_api_key @aws_iam { 
   id: ID! 
   author: String 
   title: String 
   content: String 
   url: String 
   ups: Int! 
   downs: Int! 
   version: Int!
}
...

このスキーマでは、AWS_IAM が AWS AppSync GraphQL API のデフォルトの承認タイプであるとしま
す。つまり、ディレクティブのないフィールドは AWS_IAM を使用して保護されます。たとえば、Query
タイプの getPost フィールドの場合です。スキーマディレクティブにより、複数の承認モードを使
用できます。たとえば、API_KEY を AWS AppSync GraphQL API での追加の承認モードとして設定
し、@aws_api_key ディレクティブ (この例では getAllPosts) を使用してフィールドをマークできま
す。ディレクティブはフィールドレベルで機能するため、Post タイプへの API_KEY アクセスも許可する
必要があります。そのためには、Post タイプの各フィールドをディレクティブでマークするか、Post タ
イプを @aws_api_key ディレクティブでマークします。

Post タイプのフィールドへのアクセスをさらに制限するには、以下に示すように、Post タイプの個々の
フィールドに対してディレクティブを使用できます。

たとえば、restrictedContent フィールドを Post タイプに追加し、@aws_iam ディレクティブを使用
してそのフィールドへのアクセスを制限できます。ただし restrictedContent に、AWS_IAM 認証済み
リクエストからはアクセスできますが、API_KEY リクエストからはアクセスできません。

type Post @aws_api_key @aws_iam{ 
   id: ID! 
   author: String 
   title: String 
   content: String 
   url: String 
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   ups: Int! 
   downs: Int! 
   version: Int! 
   restrictedContent: String! 
   @aws_iam
}
...

きめ細かなアクセスコントロール
前述の情報は、特定の GraphQL フィールドへのアクセスを制限または許可する方法を示しています。
特定の条件に基づいて (たとえば、呼び出し元のユーザーがだれであるかや、そのユーザーがデータを所
有しているかどうかに基づいて) データに対するアクセスコントロールを設定する場合は、リゾルバーで
マッピングテンプレートを使用できます。より複雑なビジネスロジックも実行できます。「フィルター処
理情報 (p. 310)」で説明します。

このセクションでは、DynamoDB リゾルバーマッピングテンプレート使用してデータのアクセスコント
ロールを設定する方法を示します。

さらに進む前に、のマッピングテンプレートがよくわからない場合は、「リゾルバーのマッピングテンプ
レートリファレンス (p. 450)」と「」DynamoDB のリゾルバーのマッピングテンプレートリファレンス
を参照してください (p. 514)。AWS AppSync

DynamoDB を使用した次の例では、前述のブログ投稿スキーマを使用し、投稿を作成したユーザーのみ
が編集を許可されているものとします。評価プロセスは、Amazon Cognito ユーザープールなどを使用し
て、ユーザーがアプリケーションで認証情報を取得し、GraphQL オペレーションの一部として、これらの
認証情報を渡すというものです。その後、マッピングテンプレートが、条件ステートメントで、認証情報 
(username など) からの値を置き換えます。値はデータベースの値と比較されます。

この機能を追加するには、次のように editPost GraphQL フィールドを追加します。

schema { 
   query: Query 
   mutation: Mutation
}

type Query { 
   posts:[Post!]!
}

type Mutation { 
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   editPost(id:ID!, title:String, content:String):Post 
   addPost(id:ID!, title:String!):Post!
}
...

editPost のリゾルバーマッピングテンプレート (このセクションの最後にある例) では、投稿を作成し
たユーザーのみが編集を許可されるように、データストアに対する論理チェックを実行する必要がありま
す。これは編集オペレーションなので、DynamoDB の UpdateItem に対応します。ユーザー ID 検証に渡
されるコンテキストを使用して、このアクションを実行する前に条件チェックを実行できます。これは次
の値を持つ Identity オブジェクトに保存されます。

{ 
   "accountId" : "12321434323", 
   "cognitoIdentityPoolId" : "", 
   "cognitoIdentityId" : "", 
   "sourceIP" : "", 
   "caller" : "ThisistheprincipalARN", 
   "username" : "username", 
   "userArn" : "Sameasabove"
}

DynamoDB UpdateItem コールでこのオブジェクトを使用するには、比較用テーブルにユーザー ID 情報
を保存する必要があります。まず、addPost ミューテーションは作成者を保存する必要があります。次
に、更新する前に、editPost ミューテーションで条件チェックを実行する必要があります。

次の例は、addPost に対するリクエストマッピングテンプレートで、Author 列としてユーザー ID を保
存します。

{ 
   "version" : "2017-02-28", 
   "operation" : "PutItem", 
   "key" : { 
      "postId" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id) 
   }, 
   "attributeValues" : { 
      "Author" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username) 
      #foreach( $entry in $context.arguments.entrySet() ) 
         #if( $entry.key != "id" ) 
            ,"${entry.key}" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($entry.value) 
         #end 
      #end 
   }, 
   "condition" : { 
      "expression" : "attribute_not_exists(postId)" 
   }
}

Author 属性が、アプリケーションから得られた Identity オブジェクトから入力されていることに注意
してください。

最後に、editPost に対する、リクエストマッピングテンプレートの例を次に示します。投稿を作成した
ユーザーからリクエストが来た場合に、ブログ投稿のコンテンツを更新するだけです。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key" : { 
        "id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id), 
    }, 
    "attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args), 
    "condition" : { 
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        "expression"       : "contains(#author,:expectedOwner)", 
        "expressionNames" : { 
            "#author" : "Author" 
        }, 
        "expressionValues" : { 
            ":expectedOwner" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username) 
        } 
    }
}

この例では、たとえばやや冗長になる UpdateItem ではなく、すべての値を上書きする PutItem を使用
していますが、condition ステートメントブロックには同じ概念が適用されます。

フィルタリング情報
データソースからのレスポンスを制御できないときに、データソースへの正常な書き込みまたは読み取り
に対して、不必要な情報をクライアントに送信したくない場合があります。このような場合は、レスポン
スマッピングテンプレートを使用して情報をフィルタリングすることができます。

たとえば、ブログ投稿 DynamoDB テーブルに適切なインデックス (Author のインデックスなど) がない
場合を考えます。次のマッピングテンプレートを使用して GetItem クエリを実行できます。

{ 
   "version" : "2017-02-28", 
   "operation" : "GetItem", 
   "key" : { 
      "postId" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
   }
}

すべてのレスポンス値を返します。発信者が投稿を作成した筆者ではない場合でも返します。これを回避
するには、次のようにこの場合のレスポンスマッピングテンプレートでアクセスチェックを実行できま
す。

{ 
   #if($context.result["Author"] == "$context.identity.username") 
      $utils.toJson($context.result); 
   #end
}

発信者がこのチェックに一致しない場合に、null レスポンスのみが返されます。

データソースへのアクセス
AWS AppSync Identity (IAM) のロールとアクセスポリシーを使用してデータソースと通信します。既存の
ロールを使用している場合、AWS AppSync がロールを引き受けるために信頼ポリシーを追加する必要が
あります。信頼関係は以下のようになります。

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

必要な最小限のリソースについて作業を行うアクセス許可のみを持つように、ロールのアクセスポリシー
を制限することが重要です。 AppSync コンソールを使用してデータソースを作成し、ロールを作成する
と、これは自動的に行われます。IAM コンソールから組み込みのサンプルテンプレートを使用して AWS 
AppSync コンソールの外部でロールを作成している場合、アクセス許可はリソースに対して自動的に制限
はされず、アプリケーションを本番環境に移行する前に、手動でこの処置を実施する必要があります。

認証のユースケース
「セキュリティ (p. 297)」セクションでは、API を保護するためのさまざまな認証モードについて説明
し、きめ細かな認証メカニズムの概念と流れについて紹介します。GraphQL リゾルバーのマッピングテン
プレート (p. 450)を使用して、AWS AppSync ユーザーがデータに対して完全なオペレーションを実行で
きるため、ユーザー ID、条件、およびデータインジェクションを組み合わせて使用して非常に柔軟な方法
で、データの読み取り時または書き込み時にデータを保護できます。

AWS AppSync のリゾルバーの編集に慣れていない場合は、プログラミングガイド (p. 457)を参照してく
ださい。

概要
システム内のデータへのアクセス権の付与は、従来、行 (リソース) と列 (ユーザー/ロール) の交点が付与
されるアクセス制御マトリックスによって行われていました。

AWS AppSync では、お客様自身のアカウント内のリソースを使用し、ID (ユーザーまたはロール) 情報を 
GraphQL のリクエストおよびレスポンスにコンテキストオブジェクト (p. 468)として渡すため、それを
リゾルバーで使用できます。つまり、リゾルバーのロジックに基づいて、書き込みまたは読み取りのオペ
レーションに対して適切にアクセス権限を付与できます。たとえば、そのロジックがリソースレベルであ
る場合は、特定の名前のユーザーまたはグループのみが、「認証メタデータ」が保存される必要がある特
定のデータベース行に対して読み取りおよび書き込みできます。AWS AppSync ではデータは一切保存さ
れないため、ユーザーは、アクセス権限を計算できるようにリソースを使用してその認証メタデータを保
存する必要があります。認証メタデータは通常、DynamoDB テーブル内の属性 (列) であり、所有者、ユー
ザーまたはグループのリストなどです。たとえば、Readers と Writers 属性があります。

ハイレベルでは、データソースから個々の項目を読み取っている場合、リゾルバーがデータソースから読
み取った後に、レスポンステンプレートで条件ステートメント #if () ... #end を実行します。その
チェックでは通常、読み取りオペレーションから返された認証メタデータに対するメンバーシップ確認の
ために、$context.identity の user または group の値が使用されます。複数のレコードがある (テー
ブルの Scan や Query で返されるリストなど) 場合は、同様の user または group の値を使用して、デー
タソースに対するオペレーションの一部として条件チェックを送信します。

同様に、データを書き込む場合は、アクション (ミューテーションを作成するユーザーやグループにアク
セス権限があるかどうかを確認する PutItem や UpdateItem など) に対して条件ステートメントを適用
します。この条件チェックでは、$context.identity 内の値を使用して何度も行われ、リソースの認証
メタデータと比較されます。リクエストテンプレートとレスポンステンプレートの両方で、クライアント
からのカスタムヘッダーを使用して検証チェックを実行することもできます。

データの読み込み
前述のように、チェックを実行するための認証メタデータは、リソースに保存されているかまたは 
GraphQL リクエスト (ID、ヘッダーなど) で渡される必要があります。その例を示すために、次の 
DynamoDB テーブルがあるとします。
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プライマリキーは id であり、アクセスするデータは Data です。他の列は、承
認時に実行できるチェックの例です。 OwnerStringしばらく時間がかかります
がPeopleCanAccess、GroupsCanAccessString Sets DynamoDBのリゾルバーマッピングテンプ
レートリファレンスで概説されているとおりになります (p. 514)。

「リゾルバーのマッピングテンプレートの概要 (p. 450)」の図に示しているように、レスポンステンプ
レートには、コンテキストオブジェクトだけでなくデータソースからの結果も含まれています。個々の項
目に対する GraphQL クエリでは、レスポンステンプレートを使用して、そのユーザーが結果を確認する
ことを許可されているかどうかをチェックし、そうでない場合は認証エラーメッセージを返すことができ
ます。これは、「認証フィルタ」と呼ばれることもあります。Scan または Query を使用してリストを返
す GraphQL クエリでは、リクエストテンプレートでチェックを実行し、認証条件が満たされている場合
にのみデータを返すのが、より効率的です。次のように実装します。

1. GetItem -個々の記録の承認チェック。#if() ... #end ステートメントを使用して行われます。
2. Scan/Query オペレーション - 認証チェックは "filter":{"expression":...} ステートメントで

す。よく使用されるチェックは、等価チェック (attribute = :input)、または値がリストあるかど
うかのチェック (contains(attribute, :input)) です。

上記の 2 で両方のステートメントにある attribute は、テーブル内のレコードの列名 (上記の例で
は Owner など) を表しています。そのエイリアスとして # 記号と "expressionNames":{...} を
使用できますが、必須ではありません。:input は、データベース属性と比較する値への参照であ
り、"expressionValues":{...} で定義します。その例を以下に示します。

ユースケース:所有者は読み取り可能
上記のテーブルを使用して、個々の読み取りオペレーション (Owner == Nadia) で GetItem であるとき
にのみデータを返す場合、テンプレートは次のようになります。

#if($context.result["Owner"] == $context.identity.username) 
    $utils.toJson($context.result)
#else 
    $utils.unauthorized()
#end

ここで、以降のセクションで再利用する点について説明しておきます。まず、チェックで使用される
$context.identity.username は、Amazon Cognito ユーザープールが使用されている場合は分かり
やすいユーザーサインアップ名であり、IAM (Amazon Cognito フェデレーテッドアイデンティティも含む) 
が使用されている場合はユーザー ID です。所有者に対して保存されるその他の値として、複数のロケー
ションからフェデレーテッドログインする場合に便利な一意の「Amazon Cognito ID」値などがあり、
「リゾルバーのマッピングテンプレートのコンテキストリファレンス (p. 468)」で、利用可能なオプショ
ンを確認しておく必要があります。

次に、$util.unauthorized() に対応する条件付き else チェックは、完全に省略可能です
が、GraphQL API を設計する際のベストプラクティスとして、指定することお勧めします。

ユースケース:ハードコード固有のアクセス

// This checks if the user is part of the Admin group and makes the call
#foreach($group in $context.identity.claims.get("cognito:groups")) 
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    #if($group == "Admin") 
        #set($inCognitoGroup = true) 
    #end
#end
#if($inCognitoGroup)
{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "UpdateItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }, 
    "attributeValues" : { 
        "owner" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username) 
        #foreach( $entry in $context.arguments.entrySet() ) 
            ,"${entry.key}" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($entry.value) 
        #end 
    }
}
#else 
    $utils.unauthorized()
#end

ユースケース:結果リストのフィルタリング
前の例では単一の項目が返されるため、$context.result に対してチェックを直接実行することもで
きましたが、スキャンなどの一部のオペレーションでは $context.result.items で複数の項目が返さ
れるため、認証フィルタを実行して、そのユーザーが確認を許可されている結果のみを返す必要がありま
す。たとえば、今度はレコードに設定されている Amazon Cognito IdentityID が Owner フィールドにある
とすると、次のレスポンスマッピングテンプレートを使用して、そのユーザーが所有しているレコードの
みを示すようにフィルタリングできます。

#set($myResults = [])
#foreach($item in $context.result.items) 
    ##For userpools use $context.identity.username instead 
    #if($item.Owner == $context.identity.cognitoIdentityId) 
        #set($added = $myResults.add($item)) 
    #end
#end
$utils.toJson($myResults)

ユースケース:複数の人が本を読むことができる
もう 1 つのよくある認証オプションは、ユーザーのグループがデータを読み取ることができるように許可
することです。次の例の "filter":{"expression":...} では、GraphQL クエリを実行しているユー
ザーが PeopleCanAccess のセットにリストされている場合にのみ、テーブルスキャンからの値が返され
ます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Scan", 
    "limit": #if(${context.arguments.count}) $util.toJson($context.arguments.count) #else 
 20 #end, 
    "nextToken": #if(${context.arguments.nextToken})  
 $util.toJson($context.arguments.nextToken) #else null #end, 
    "filter":{ 
        "expression": "contains(#peopleCanAccess, :value)", 
        "expressionNames": { 
                "#peopleCanAccess": "peopleCanAccess" 
        }, 
        "expressionValues": { 
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                ":value": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username) 
        } 
    }
}

ユースケース:グループで読み取り可能
直前のユースケースと同様に、1 つまたは複数のグループに属するユーザーのみが、データベース内の特
定の項目を読み取る権限を持っているとします。"expression": "contains()" オペレーションを使
用するのは同じですが、設定されているメンバーシップに属している必要があるすべてのグループの論理 
OR です。この例では、ユーザーが属している各グループに対して次の $expression ステートメントを
作成し、それをフィルタに渡します。

#set($expression = "")
#set($expressionValues = {})
#foreach($group in $context.identity.claims.get("cognito:groups")) 
    #set( $expression = "${expression} contains(groupsCanAccess, :var$foreach.count )" ) 
    #set( $val = {}) 
    #set( $test = $val.put("S", $group)) 
    #set( $values = $expressionValues.put(":var$foreach.count", $val)) 
    #if ( $foreach.hasNext ) 
    #set( $expression = "${expression} OR" ) 
    #end
#end
{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Scan", 
    "limit": #if(${context.arguments.count}) $util.toJson($context.arguments.count) #else 
 20 #end, 
    "nextToken": #if(${context.arguments.nextToken})  
 $util.toJson($context.arguments.nextToken) #else null #end, 
    "filter":{ 
        "expression": "$expression", 
        "expressionValues": $utils.toJson($expressionValues) 
    }
}

データを書き込む
ミューテーションでのデータの書き込みは、常にリクエストマッピングテンプレートで制御されま
す。DynamoDB のデータソースの場合、key は、そのテーブル内の認証メタデータに対して検証を実行
する適切な "condition":{"expression"...}" が使用されます。「セキュリティ (p. 297)」には、
テーブル内の Author フィールドのチェックに役立つ例があります。このセクションでは、その他のユー
スケースを示します。

ユースケース:複数の所有者
以前の例のテーブル図を使用した、PeopleCanAccess リストがあるとします。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "UpdateItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }, 
    "update" : { 
        "expression" : "SET meta = :meta", 
        "expressionValues": { 
            ":meta" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.meta) 

314



AWS AppSync デベロッパーガイド
データを書き込む

        } 
    }, 
    "condition" : { 
        "expression"       : "contains(Owner,:expectedOwner)", 
        "expressionValues" : { 
            ":expectedOwner" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username) 
        } 
    }
}

ユースケース:グループが新しいレコードを作成できる

#set($expression = "")
#set($expressionValues = {})
#foreach($group in $context.identity.claims.get("cognito:groups")) 
    #set( $expression = "${expression} contains(groupsCanAccess, :var$foreach.count )" ) 
    #set( $val = {}) 
    #set( $test = $val.put("S", $group)) 
    #set( $values = $expressionValues.put(":var$foreach.count", $val)) 
    #if ( $foreach.hasNext ) 
    #set( $expression = "${expression} OR" ) 
    #end
#end
{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key" : { 
        ## If your table's hash key is not named 'id', update it here. ** 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
        ## If your table has a sort key, add it as an item here. ** 
    }, 
    "attributeValues" : { 
        ## Add an item for each field you would like to store to Amazon DynamoDB. ** 
        "title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.title), 
        "content": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.content), 
        "owner": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username) 
    }, 
    "condition" : { 
        "expression": $util.toJson("attribute_not_exists(id) AND $expression"), 
        "expressionValues": $utils.toJson($expressionValues) 
    }
}

ユースケース:グループは既存のレコードを更新できる

#set($expression = "")
#set($expressionValues = {})
#foreach($group in $context.identity.claims.get("cognito:groups")) 
    #set( $expression = "${expression} contains(groupsCanAccess, :var$foreach.count )" ) 
    #set( $val = {}) 
    #set( $test = $val.put("S", $group)) 
    #set( $values = $expressionValues.put(":var$foreach.count", $val)) 
    #if ( $foreach.hasNext ) 
    #set( $expression = "${expression} OR" ) 
    #end
#end
{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "UpdateItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }, 
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    "update":{ 
                "expression" : "SET title = :title, content = :content", 
        "expressionValues": { 
            ":title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.title), 
            ":content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.content) 
        } 
    }, 
    "condition" : { 
        "expression": $util.toJson($expression), 
        "expressionValues": $utils.toJson($expressionValues) 
    }
}

パブリックおよびプライベート記録
条件フィルターを使用すると、データをプライベート、パブリック、またはその他のブール型チェックと
してマークすることもできます。それを認証フィルタの一部としてレスポンステンプレート内に組み込む
ことができます。このチェックを使用すると、グループメンバーシップを制御することなく、データを一
時的に隠したり、ビューから除外したりできます。

たとえば、DynamoDB テーブル内の各項目に、yes または no のいずれかの値を持つ public という属
性を追加するとします。次のレスポンステンプレートを GetItem 呼び出しで使用すると、アクセス権が
あるグループにユーザーが属していて、かつ、そのデータがパブリックとマークされている場合にのみ、
データを表示できます。

#set($permissions = $context.result.GroupsCanAccess)
#set($claimPermissions = $context.identity.claims.get("cognito:groups"))

#foreach($per in $permissions) 
    #foreach($cgroups in $claimPermissions) 
        #if($cgroups == $per) 
            #set($hasPermission = true) 
        #end 
    #end
#end

#if($hasPermission && $context.result.public == 'yes') 
    $utils.toJson($context.result)
#else 
    $utils.unauthorized()
#end

また、上記のコードで論理 OR (||) を使用すると、ユーザーにレコードへのアクセス許可があるか、また
は、レコードがパブリックである場合に、そのユーザーに読み取りを許可できます。

#if($hasPermission || $context.result.public == 'yes') 
    $utils.toJson($context.result)
#else 
    $utils.unauthorized()
#end

通常、認証チェックを実行する際に、標準的な演算子 ==、!=、&&、および || が役立ちます。

リアルタイムデータ
クライアントがサブスクリプションを作成したときに、このドキュメントで前述したのと同じ手法で、
きめ細かなアクセス制御コントロールを GraphQL のサブスクリプションに適用できます。サブスクリプ
ションフィールドにリゾルバーをアタッチすると、そのポイントで、データソースからデータをクエリ
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し、リクエストまたはレスポンスのいずれかのマッピングテンプレートで条件ロジックを実行できます。
そのデータ構造が、GraphQL サブスクリプションで返される型と一致している限り、追加のデータ (サブ
スクリプションからの初期結果など) をクライアントに返すこともできます。

ユースケース:ユーザーは特定の会話のみを購読できる
GraphQL サブスクリプションを使用したリアルタイムデータのよくあるユースケースは、メッセージング
やプライベートチャットのアプリケーションを構築することです。複数のユーザーに対応したチャットア
プリケーションを作成する場合、2 人または複数ユーザーの間で対話が行われます。ユーザーは、プライ
ベートまたはパブリックの「ルーム」にグループ化されます。したがって、ユーザーにアクセス権が付与
されている対話 (1 対 1 またはグループ間の) をサブスクライブする 1 人のユーザーのみを認証します。デ
モの目的で、以下の単純な例では、1 人のユーザーが別のユーザーにプライベートのメッセージを送信す
るユースケースを示します。次の 2 つの Amazon DynamoDB テーブルをセットアップします。

• Messages テーブル: (プライマリキー) toUser、(ソートキー) id
• Permissions テーブル: (プライマリキー) username

Messages テーブルには、GraphQL ミューテーション経由で送信される実際のメッセージが保存されま
す。Permissions テーブルは、クライアントの接続時に認証のために GraphQL サブスクリプションによっ
てチェックされます。以下の例では、次の GraphQL スキーマを使用していることを前提としています。

input CreateUserPermissionsInput { 
    user: String! 
    isAuthorizedForSubscriptions: Boolean
}

type Message { 
    id: ID 
    toUser: String 
    fromUser: String 
    content: String
}

type MessageConnection { 
    items: [Message] 
    nextToken: String
}

type Mutation { 
    sendMessage(toUser: String!, content: String!): Message 
    createUserPermissions(input: CreateUserPermissionsInput!): UserPermissions 
    updateUserPermissions(input: UpdateUserPermissionInput!): UserPermissions
}

type Query { 
    getMyMessages(first: Int, after: String): MessageConnection 
    getUserPermissions(user: String!): UserPermissions
}

type Subscription { 
    newMessage(toUser: String!): Message 
        @aws_subscribe(mutations: ["sendMessage"])
}

input UpdateUserPermissionInput { 
    user: String! 
    isAuthorizedForSubscriptions: Boolean
}

type UserPermissions { 
    user: String 
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    isAuthorizedForSubscriptions: Boolean
}

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation 
    subscription: Subscription
}

以下では、サブスクリプションリゾルバーを示すために、一部の標準オペレーション 
(createUserPermissions() など) は取り上げていませんが、DynamoDB リゾルバーで標準実装されて
います。代わりに、リゾルバーでのサブスクリプションの認証フローを中心に説明します。ユーザー間で
メッセージを送信するには、sendMessage() フィールドにリゾルバーをアタッチし、次のリクエストテ
ンプレートを使用して Messages テーブルデータソースを選択します。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key" : { 
        "toUser" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.toUser), 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($util.autoId()) 
    }, 
    "attributeValues" : { 
        "fromUser" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username), 
        "content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.content), 
    }
}

この例では、$context.identity.username を使用します。これは、AWS Identity and Access 
Management ユーザーまたは Amazon Cognito ユーザーのユーザー情報を返します。レスポンステンプ
レートは、$util.toJson($ctx.result) の単純なパススルーです。保存してスキーマページに戻りま
す。次に、newMessage()Permissions テーブルをデータソースとして使用し、次のリクエストマッピン
グテンプレートを使用して、 サブスクリプションにリゾルバーをアタッチします。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "GetItem", 
    "key": { 
        "username": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.identity.username), 
    },
}

次のレスポンスマッピングテンプレートを使用し、Permissions テーブルからのデータを使用して認証
チェックを実行します。

#if(! ${context.result}) 
    $utils.unauthorized()
#elseif(${context.identity.username} != ${context.arguments.toUser}) 
    $utils.unauthorized()
#elseif(! ${context.result.isAuthorizedForSubscriptions}) 
    $utils.unauthorized()
#else
##User is authorized, but we return null to continue 
    null
#end

この例の場合、3 つの認証チェックを実行しています。1 つ目は、結果が返されることを確認します。2 
つ目は、そのユーザーが別のユーザーに対するメッセージをサブスクライブしていないことを確認して
います。3 番目のチェックでは、isAuthorizedForSubscriptions として保存されている BOOL の 
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DynamoDB 属性をチェックすることで、そのユーザーが任意のフィールドへのサブスクライブを許可され
ていることを確認しています。

テストするには、Amazon Cognito ユーザープールと「Nadia」というユーザー名を使用して、AWS 
AppSync コンソールにサインインし、次の GraphQL サブスクリプションを実行します。

subscription AuthorizedSubscription { 
    newMessage(toUser: "Nadia") { 
        id 
        toUser 
        fromUser 
        content 
    }
}

Permissions テーブルに、Nadia の username キー属性に対して isAuthorizedForSubscriptions
が true に設定されているレコードがある場合は、正常なレスポンスが表示されます。上記の username
クエリで別の newMessage() を試行すると、エラーが返されます。

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、またはモニタリング (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。AWS AppSync API を 
AWS WAF と統合すると、API で受け入れられる HTTP トラフィックをより詳細に制御し、可視化できま
す。AWS WAF の詳細については、「AWS WAF開発者ガイド」のどのようにAWS WAF機能するかを参照
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 AppSync 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
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。

サポートされているルールのタイプと追加の AWS WAF 機能の詳細については、「AWS WAFデベロッ
パーガイド」と「AWS WAFAPI リファレンス」を参照してください。

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、API キー認証、IAM ポリシー、OIDC トークン、および Amazon Cognito ユーザープー
ル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。

AppSync API を統合するAWS WAF
AWS Management Console、AWS CLI、AWS CloudFormation、またはその他の互換性のあるクライアン
トを使用すると、Appsync API を AWS WAF と統合することができます。
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AWS AppSync API を AWS WAF と統合するには

1. AWS WAF Web ACL を作成する AWS WAFコンソールを使用する詳細なステップについては、
「ウェブ ACL の作成」を参照してください。

2. ウェブ ACL のルールを定義します。1 つまたは複数のルールが、ウェブ ACL を作成するプロセ
スで定義されます。ルールを構成する方法の詳細については、AWS WAFルールを参照してくだ
さい。AWS AppSync API に定義できる便利なルールの例については、ウェブ ACL のルールの作
成 (p. 320) を参照してください。

3. AWS AppSync API をウェブ ACL に関連付けます。このステップは、AWS WAFコンソールまたはコ
ンソールで実行できます。AppSync
• ウェブ ACL を AWS WAF コンソールの AWS AppSync API に関連付けるには、AWS WAFデベ

ロッパーガイドのウェブ ACL の AWS リソースとの関連付けまたは関連付けの解除の指示に従っ
てください。

• ウェブ ACL をAWS AppSync コンソールの AWS AppSync API に関連付けるには

a. AWS Management Console にサインインして、AppSync コンソールを開きます。
b. ウェブ ACL に関連付ける API を選択します。
c. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
d. Web アプリケーションファイアウォールセクションで、有効化AWS WAFをオンにします。
e. ウェブ ACLドロップダウンリストで、API に関連付けるウェブ ACL の名前を選択します。
f. 保存を選択してウェブ ACL を API に関連付けます。

Note

AWS WAF コンソールでウェブ ACL を作成した後、新しいウェブ ACL が利用できるようになる
まで、数分かかります。Web アプリケーションファイアウォールメニューで新しく作成された
ウェブ ACL が表示されない場合、数分待ってから、ウェブ ACL を API に関連付ける手順を再試
行します。

Note

AWS WAF統合では、Subscription registration messageリアルタイムエンドポイン
トのイベントのみをサポートしています。 AWS AppSyncSubscription registration 
messageブロックされたユーザーには、AWS WAFメッセージの代わりにエラーメッセージで応
答します。start_ack

ウェブ ACL を AWS AppSync APIに関連付けると、ウェブ ACL はAWS WAF API でを使用して管理でき
ます。別のウェブ ACL に AWS AppSync API を関連付ける場合を除いて、ウェブ ACL に AWS AppSync 
API を再度関連付ける必要はありません。

ウェブ ACL のルールの作成
ルールは、ウェブリクエストの検査方法と、ウェブリクエストが検査基準に一致した場合の処理を定義し
ます。ルールは、AWS WAF に単独で存在するわけではありません。ルールが定義されているルールグ
ループまたはウェブ ACL に含まれる名前を使用してルールにアクセスします。詳細については、「AWS 
WAF ルール」を参照してください。次の例は、 AppSync API の保護に役立つルールを定義し、関連付け
る方法を示しています。

Example リクエストボディのサイズを制限するウェブ ACL ルール

次に、リクエストのボディサイズを制限するルールの例を示します。AWS WAF コンソールでウェブ ACL 
を作成する場合、これがルール JSON エディタに入力されます。

{ 
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    "Name": "BodySizeRule",  
    "Priority": 1,  
    "Action": { 
        "Block": {} 
    },  
    "Statement": { 
        "SizeConstraintStatement": { 
            "ComparisonOperator": "GE", 
            "FieldToMatch": { 
                "Body": {} 
            }, 
            "Size": 1024,  
            "TextTransformations": [ 
                { 
                    "Priority": 0,  
                    "Type": "NONE" 
                } 
             ] 
          } 
       },  
       "VisibilityConfig": { 
           "CloudWatchMetricsEnabled": true,  
           "MetricName": "BodySizeRule",  
           "SampledRequestsEnabled": true 
        }
}

前述のルール例を使用してウェブ ACL を作成したら、それを AppSync API に関連付ける必要がありま
す。この手順は、AWS Management Console を使用するかわりに、AWS CLI で次のコマンドを実行する
ことでも実行できます。

aws waf associate-web-acl --web-acl-id waf-web-acl-arn --resource-arn appsync-api-arn

変更が伝播されるまで数分かかる場合がありますが、このコマンドを実行した後、1024 バイトを超える本
文を含む要求は、AWS AppSync によって拒否されます。

Note

AWS WAF コンソールで新しいウェブ ACL を作成した後、ウェブ ACL と API と
の関連付けが利用できるようになるまで、数分かかります。CLI コマンドを実行し
て、WAFUnavailableEntityException エラーを取得し、数分待ってからコマンドを再実行し
てください。

Example 単一の IP アドレスからの要求を制限するウェブ ACL ルール

以下は、5 分間の単一の IP アドレスからの 100 リクエストに AppSync API を制限するルールの例で
す。AWS WAF コンソールのレートベースのルールを使用してウェブ ACL を作成する場合、これはルール 
JSON エディタに入力されます。

{ 
  "Name": "Throttle", 
  "Priority": 0, 
  "Action": { 
    "Block": {} 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "Throttle" 
  }, 
  "Statement": { 
    "RateBasedStatement": { 
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      "Limit": 100, 
      "AggregateKeyType": "IP" 
    } 
  }
}

前述のルール例を使用してウェブ ACL を作成したら、それを AppSync API に関連付ける必要がありま
す。次のコマンドを実行して、AWS CLI のこのステップを実行します。

aws waf associate-web-acl --web-acl-id waf-web-acl-arn --resource-arn appsync-api-arn

Example API に対するGraphQL __schema イントロスペクションクエリを防止するためのウェブ 
ACL ルール

次に、API に対するGraphQL __schema イントロスペクションクエリを禁止するルールの例を示します。
「__schema」という文字列を含む HTTP ボディはすべてブロックされます。AWS WAF コンソールで
ウェブ ACL を作成する場合、これがルール JSON エディタに入力されます。

{ 
  "Name": "BodyRule", 
  "Priority": 5, 
  "Action": { 
    "Block": {} 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "BodyRule" 
  }, 
  "Statement": { 
    "ByteMatchStatement": { 
      "FieldToMatch": { 
        "Body": {} 
      }, 
      "PositionalConstraint": "CONTAINS", 
      "SearchString": "__schema", 
      "TextTransformations": [ 
        { 
          "Type": "NONE", 
          "Priority": 0 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

前述のルール例を使用してウェブ ACL を作成したら、それを AppSync API に関連付ける必要がありま
す。次のコマンドを実行して、AWS CLI のこのステップを実行します。

aws waf associate-web-acl --web-acl-id waf-web-acl-arn --resource-arn appsync-api-arn
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AWS AppSync デベロッパーガイド
データ保護

のセキュリティAWSAppSync
AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、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を利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラ
クチャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS 
コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有
効性をテストおよび検証しています。に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については
AWSAppSync、AWSを参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、AWSAppSyncを使用する際に共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます 
以下のトピックでは、AWSAppSync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ためにを設定
する方法を示します。また、AWSAppSyncリソースのモニタリングや保護に役立つその他のAWSサービス
を使用する方法についても説明します。

トピック
• でのデータ保護AWSAppSync (p. 323)
• のコンプライアンス検証AWSAppSync (p. 324)
• のインフラストラクチャセキュリティAWSAppSync (p. 325)
• レジリエンスのAWSAppSync (p. 325)
• の ID とアクセス管理AWSAppSync (p. 326)
• によるAWSAppSync API 呼び出しのロギングAWS CloudTrail (p. 345)
• AWS AppSync のセキュリティのベストプラクティス (p. 172)

でのデータ保護AWSAppSync
AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/、におけるデータ保護に適用され
ますAWSAppSync。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負います。顧客は、このインフラストラクチャでホ
ストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される 
AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細について
は、「データプライバシーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細について
は、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照し
てください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。
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AWS AppSync デベロッパーガイド
転送中の暗号化

• 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 および TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS SDKAWSAppSyncAWS 
のサービスAWS CLI などを使って作業する場合などが含まれます。名前に使用する自由記述のテキスト
フィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへの 
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 に含めないこと
を強くお勧めします。

転送中の暗号化
AWS公開された API と SDKを使用する場合、すべての AWS サービスのように AWS AppSync 
は、TLS1.2以降を通信に使用します。

Amazon DynamoDB などの他の AWS サービスで AWS AppSync を使用すると、転送中の暗号化が確実
になります。特に指定がない限り、すべての AWS サービスは TLS 1.2 以降を使用して相互に通信しま
す。Amazon EC2 またはを使用するリゾルバーの場合CloudFront、TLS (HTTPS) が設定され、安全であ
ることを確認するのはユーザーの責任です。Amazon EC2 での HTTPS の設定については、Amazon EC2 
ユーザーガイドの「Amazon Linux 2 での SSL/TLS の設定」を参照してください。で HTTPS を設定する
方法についてはCloudFront、CloudFrontユーザーガイドの「AmazonCloudFront の HTTPS」を参照してく
ださい。

のコンプライアンス検証AWSAppSync
サードパーティー監査機関は、複数のAWSAppSyncコンプライアンスプログラムの一環として、AWSセ
キュリティとコンプライアンスを評価します。 AWSAppSyncは、SOC、PCI、HIPA/HIPA/HIPA/HIPA/
HIRAP、C5、ENS HIRAP、C5、ENS HIRAP、IRAP、C5、ENS HIRAP、C5、ENS HIRAP、C5、ENS H

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「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 のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。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 におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、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 にデプロイするためのステップを示します。
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AWS AppSync デベロッパーガイド
インフラストラクチャセキュリティ

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• 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、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• 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、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

のインフラストラクチャセキュリティ
AWSAppSync

AWSAppSyncマネージドサービスであるため、ホワイトペーパーのAmazon Web ServicesAWS セキュリ
ティプロセスの概要に記載されている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の発行済み API コールを使用して、AWSAppSyncネットワーク経由でにアクセスします。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。

レジリエンスのAWSAppSync
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で Connect 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。

AWSグローバルインフラストラクチャに加えて、AWSAppSyncAWS CloudFormationほとんどのリソース
をテンプレートを使用して定義できます。AWSAppSyncテンプレートを使用してリソースを宣言する例に
ついては、AWSAWS CloudFormationブログとユーザーガイドの「AWS AppSyncパイプラインリゾルバー
の実際の使用事例」を参照してください。AWS CloudFormation
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AWS AppSync デベロッパーガイド
Identity and Access Management

の ID とアクセス管理AWSAppSync

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AWSAppSyncリ
ソースの使用を承認する (アクセス許可を持たせる) 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. 326)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 326)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 329)
• IAMAWSAppSync との連携方法 (p. 330)
• の ID ベースのポリシーAWSAppSync (p. 335)
• AWSAppSyncIdentity and Access のトラブルシューティング (p. 343)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の用途は、で行う作業によって異なりますAWSAppSync。

サービスユーザー —AWSAppSync ジョブを実行するためにサービスを使用する場合は、管理者が必要な
アクセス許可と認証情報を用意します。AWSAppSync作業を実行するためにさらに多くの機能を使用する
とき、追加の許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適切な
許可をリクエストするうえで役立ちます。の特徴にアクセスできない場合はAWSAppSync、「」を参照し
てくださいAWSAppSyncIdentity and Access のトラブルシューティング (p. 343)。

サービス管理者-社内のAWSAppSyncリソースを担当している場合は、通常、へのフルアクセスがありま
すAWSAppSync。サービスのユーザーがどのAWSAppSync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 IAM を
利用する方法の詳細についてはAWSAppSync、「」を参照してくださいIAMAWSAppSync との連携方
法 (p. 330)。

IAM 管理者 — 管理者は、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AWSAppSync。IAM で使用できるAWSAppSyncアイデンティティベースのポリシーの例を表示するに
は、「」を参照してくださいの ID ベースのポリシーAWSAppSync (p. 335)。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。
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AWS AppSync デベロッパーガイド
アイデンティティを使用した認証

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
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
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永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。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「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。AWSAppSync

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
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にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き受けることができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。
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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。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

IAMAWSAppSync との連携方法
IAM を使用してへのアクセスを管理する前にAWSAppSync、で利用できる IAM の機能について学びます
AWSAppSync。

で使用できる IAM 機能AWSAppSync

IAM 機能 AWSAppSyncサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 331) はい
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IAM 機能 AWSAppSyncサポート

リソースベースのポリシー (p. 331) いいえ

ポリシーアクション (p. 332) はい

ポリシーリソース (p. 332) はい

ポリシー条件キー (p. 333) いいえ

ACL (p. 333) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 334) 部分的

テンポラリ認証情報 (p. 334) はい

プリンシパル許可 (p. 334) 部分的

サービスロール (p. 335) いいえ

サービスにリンクされたロール (p. 335) 部分的

AWSAppSyncおよびその他のAWSのサービスがほとんどの IAM 機能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。

の ID ベースのポリシーAWSAppSync

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

のアイデンティティベースのポリシーの例AWSAppSync

AWSAppSyncアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいの ID 
ベースのポリシーAWSAppSync (p. 335)。

内のリソースベースのポリシーAWSAppSync

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
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シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

のポリシーアクションAWSAppSync

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

AWSAppSyncアクションのリストを確認するには、『サービス認証リファレンス』の「AWSAppSyncで定
義されているアクション」を参照してください。

のポリシーアクションは、AWSAppSyncアクションの前にプレフィックスを使用します。

appsync

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "appsync:action1", 
      "appsync:action2" 
         ]

AWSAppSyncアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいの ID 
ベースのポリシーAWSAppSync (p. 335)。

のポリシーリソースAWSAppSync

ポリシーリソースに対するサポート はい
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管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

AWSAppSyncリソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認可リファレンスの
「AWSAppSyncで定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指
定できるかについては、「で定義されるアクション」を参照してくださいAWSAppSync。

AWSAppSyncアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいの ID 
ベースのポリシーAWSAppSync (p. 335)。

のポリシー条件キーAWSAppSync

サービス固有のポリシー条件キーのサポート いいえ

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。

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。

AWSAppSync条件キーのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWSAppSync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、「で
定義されるアクション」を参照してくださいAWSAppSync。

AWSAppSyncアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいの ID 
ベースのポリシーAWSAppSync (p. 335)。

のアクセスコントロールリスト (ACL)AWSAppSync

ACL のサポート いいえ
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アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

での属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)AWSAppSync

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

一時的な認証情報を使用してAWSAppSync

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

のクロスサービスプリンシパル許可AWSAppSync

プリンシパル許可のサポート 部分的

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
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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「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。AWSAppSync

のサービスロールAWSAppSync

サービスロールに対するサポート いいえ

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、AWSAppSyncの機能が破損する可能性がありま
す。AWSAppSyncが指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

のサービスにリンクされたロールAWSAppSync

サービスにリンクされたロールのサポート 部分的

サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされているサービスロールの一種です。サービス
は、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクさ
れたロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービス
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。

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、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。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされた
ロール) 列に Yes と記載されたサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメ
ントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。

の ID ベースのポリシーAWSAppSync
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、AWSAppSyncリソースを作成または変更するアクセス許
可はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または 
AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを
実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロー
ルに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

で定義されるアクションとリソースタイプの詳細についてはAWSAppSync、リソースタイプごとの ARN 
の形式を含む、AWSAppSyncで定義されるアクションとリソースタイプの詳細については、サービス認証
リファレンスの「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。

IAM ID ベースのポリシーを作成および設定するためのベストプラクティスについては、を参照してくださ
いthe section called “IAM ポリシーのベストプラクティス” (p. 348)。

の IAM アイデンティティベースのポリシーのリストについてはAWSAppSync、を参照してくださいAWS
の管理ポリシーAWSAppSync (p. 338)。

トピック
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• AWSAppSyncコンソールの使用 (p. 336)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 336)
• 1 つの Amazon S3 バケットへのアクセス (p. 337)
• AWSAppSyncタグに基づくウィジェットの表示 (p. 337)
• AWSの管理ポリシーAWSAppSync (p. 338)

AWSAppSyncコンソールの使用
AWSAppSyncコンソールにアクセスするには、最小限のアクセス許可が必要です。これらのアクセス許
可により、のAWSAppSyncリソースの詳細をリストおよび表示できますAWS アカウント。最小限必要な
許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティ
ティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

IAMAWSAppSync ユーザーとロールがコンソールを使用できるよう
に、AWSAppSyncConsoleAccessReadOnlyAWSまたは管理ポリシーもエンティティにアタッチしま
す。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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1 つの Amazon S3 バケットへのアクセス
この例では、AWS アカウントの IAM ユーザーに Amazon S3 バケットの 1 つである examplebucket へ
のアクセスを付与します。また、ユーザーがオブジェクトを追加、更新、および削除できるようにしま
す。

このポリシーでは、ユーザーに s3:PutObject、s3:GetObject、s3:DeleteObject のアクセス許可
を付与するだけでなく、s3:ListAllMyBuckets、s3:GetBucketLocation、および s3:ListBucket
のアクセス許可も付与します。これらが、コンソールで必要とされる追加のアクセス許可です。またコ
ンソール内のオブジェクトのコピー、カット、貼り付けを行うためには、s3:PutObjectAcl および
s3:GetObjectAcl アクションが必要となります。コンソールを使用してユーザーにアクセス許可を付与
してテストする例の解説については、「チュートリアル例:ユーザーポリシーを使用したバケットへのアク
セスの制御」を参照してください。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"ListBucketsInConsole", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:ListAllMyBuckets" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::*" 
      }, 
      { 
         "Sid":"ViewSpecificBucketInfo", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:ListBucket", 
            "s3:GetBucketLocation" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::examplebucket" 
      }, 
      { 
         "Sid":"ManageBucketContents", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:PutObject", 
            "s3:PutObjectAcl", 
            "s3:GetObject", 
            "s3:GetObjectAcl", 
            "s3:DeleteObject" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::examplebucket/*" 
      } 
   ]
}

AWSAppSync###############
アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、AWSAppSyncタグに基づいてリソースへのアクセ
スをコントロールできます。この例では、######を表示できるポリシーを作成する方法を示します。た
だし、アクセス許可は、widget タグ Owner にそのユーザーのユーザー名の値がある場合にのみ付与され
ます。このポリシーでは、このアクションをコンソールで実行するために必要なアクセス許可も付与しま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Sid": "ListWidgetsInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "appsync:ListWidgets", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewWidgetIfOwner", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "appsync:GetWidget", 
            "Resource": "arn:aws:appsync:*:*:widget/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーに添付できます。richard-roe####################
#########AWSAppSyncOwner=richard-roe###########################owner=richard-
roe#それ以外の場合、アクセスは拒否されます。条件キー名では大文字と小文字が区別されないため、条
件タグキー Owner は Owner と owner の両方に一致します。詳細については、IAM ユーザーガイドのIAM 
JSON ポリシー要素: 条件を参照してください。

AWSの管理ポリシーAWSAppSync
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネー
ジドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要なアクセスのみを許可する IAM のカスタマー管理
のポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージ
ドポリシーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めてお
り、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへの
読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加され
た演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能のポリシー一覧と説明について
は、IAM ユーザーガイドの AWS ジョブ機能の管理ポリシーを参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSAppSyncInvokeFullAccess

AWSAppSyncInvokeFullAccessAWS管理ポリシーを使用して、管理者がコンソールか
ら、AWSAppSyncまたは個別にサービスにアクセスできるようにします。

AWSAppSyncInvokeFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。
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• AWS AppSync— 内のすべてのリソースへの完全な管理アクセスを許可しますAWSAppSync

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appsync:GraphQL", 
                "appsync:GetGraphqlApi", 
                "appsync:ListGraphqlApis", 
                "appsync:ListApiKeys" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AWSAppSyncSchemaAuthor

AWSAppSyncSchemaAuthorAWS管理ポリシーを使用して、IAM ユーザーがアクセスして GraphQL ス
キーマを作成、更新、クエリできるようにします。これらの権限でユーザーが実行できる操作について
は、を参照してくださいGraphQL API の設計 (p. 11)。

AWSAppSyncSchemaAuthor ポリシーは IAM ID に添付できます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• AWS AppSync— 次のアクションを許可します。
• GraphQL スキーマの作成
• GraphQL のタイプ、リゾルバー、関数の作成、変更、削除が可能
• リクエストとレスポンスのテンプレートロジックの評価
• ランタイムとコンテキストを使用してコードを評価する
• GraphQL クエリを GraphQL API に送信する
• GraphQL データの取得

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appsync:GraphQL", 
                "appsync:CreateResolver", 
                "appsync:CreateType", 
                "appsync:DeleteResolver", 
                "appsync:DeleteType", 
                "appsync:GetResolver", 
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                "appsync:GetType", 
                "appsync:GetDataSource", 
                "appsync:GetSchemaCreationStatus", 
                "appsync:GetIntrospectionSchema", 
                "appsync:GetGraphqlApi", 
                "appsync:ListTypes", 
                "appsync:ListApiKeys", 
                "appsync:ListResolvers", 
                "appsync:ListDataSources", 
                "appsync:ListGraphqlApis", 
                "appsync:StartSchemaCreation", 
                "appsync:UpdateResolver", 
                "appsync:UpdateType", 
                "appsync:TagResource", 
                "appsync:UntagResource", 
                "appsync:ListTagsForResource", 
                "appsync:CreateFunction", 
                "appsync:UpdateFunction", 
                "appsync:GetFunction", 
                "appsync:DeleteFunction", 
                "appsync:ListFunctions", 
                "appsync:ListResolversByFunction", 
                "appsync:EvaluateMappingTemplate", 
                "appsync:EvaluateCode" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs

AWSAppSyncは AmazonCloudWatch を使用してアプリケーションのパフォーマンスを監視し、GraphQL 
リクエストのトラブルシューティングと最適化に使用できるログを生成します。詳細については、「モニ
タリングとログ記録 (p. 275)」を参照してください。

AWSAppSyncPushToCloudWatchLogsAWS管理ポリシーを使用して、IAMCloudWatch ユーザーのアカ
ウントにログをプッシュできるようにしますAWSAppSync。

AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs ポリシーは IAM ID に添付できます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• CloudWatch Logs— 指定された名前のロググループとストリームを作成できます。AWSAppSync 
AWSAppSyncログイベントを指定されたログストリームにプッシュします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
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            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AWSAppSyncAdministrator

AWSAppSyncAdministratorAWS管理ポリシーを使用して、AWSAppSyncAWS管理者がコンソール以
外のすべてにアクセスできるようにします。

IAMAWSAppSyncAdministrator エンティティにアタッチできます。 AWSAppSyncまた、このポリシー
をサービスのロールにアタッチし、ユーザーに代わってアクションを実行することを許可します。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• AWS AppSync— 内のすべてのリソースへの完全な管理アクセスを許可しますAWSAppSync
• IAM— 次のアクションを許可します。

• AWSAppSyncユーザーに代わっての他のサービスのリソースを分析できるようにする、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の削除
• AWSサービスにリンクされたロールを他のサービスに渡して、後でロールを引き受け、ユーザーに代

わってアクションを実行する

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appsync:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "appsync.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
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                    "iam:AWSServiceName": "appsync.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
                "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appsync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppSync*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AWSAppSyncServiceRolePolicy

AWSAppSyncServiceRolePolicyAWS管理ポリシーを使用して、AWS使用または管理するサービスや
リソースへのアクセスを許可します。AWSAppSync

IAM エンティティに AWSAppSyncServiceRolePolicy を添付することはできません。このポリ
シーは、AWSAppSyncユーザーに代わってがアクションを実行することを許可する、サービスに
リンクされたロールにアタッチされます。詳細については、「のサービスにリンクされたロール
AWSAppSync (p. 335)」を参照してください。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• X-Ray—AWSAppSyncAWS X-Ray アプリケーション内で行われたリクエストに関するデータを収集す
るために使用します。詳細については、「AWS X-Ray とのトレース (p. 286)」を参照してください。

このポリシーでは、以下のアクションが許可されます。
• サンプリングルールとその結果の取得
• トレースデータを X-Ray デーモンに送信する

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "xray:PutTraceSegments", 
                "xray:PutTelemetryRecords", 
                "xray:GetSamplingTargets", 
                "xray:GetSamplingRules", 
                "xray:GetSamplingStatisticSummaries" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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AWSAppSyncAWS管理ポリシーの更新

AWS管理ポリシーの更新に関する詳細を、AWSAppSync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を入手するには、AWSAppSyncドキュメ
ントの履歴ページから、RSS フィードにサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AWSAppSyncSchemaAuthor (p. 339)
– 既存ポリシーへの更新

ユーザーがランタイムとコ
ンテキストを使用してコー
ドを評価できるようにす
る、EvaluateCodeポリシーア
クションを追加しました。

2023 年 2 月 7 日

AWSAppSyncSchemaAuthor (p. 339)
– 既存ポリシーへの更新

API のリスト、取得、作成、更
新、削除の機能を許可するポ
リシーアクションを追加しまし
た。

EvaluateMappingTemplateユー
ザーがリクエストとレスポンス
リゾルバーのマッピングテンプ
レートロジックを評価できるよ
うにするポリシーアクションを
追加しました。

リソースのタグ付けを許可する
ポリシーアクションを追加しま
した。

2022 年 8 月 25 日

AWSAppSyncは変更の追跡を開
始しました

AWSAppSyncがAWSマネージド
ポリシーの変更の追跡を開始し
ました。

2022 年 8 月 25 日

AWSAppSyncIdentity and Access のトラブルシュー
ティング
次の情報は、と IAMAWSAppSync 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。

でアクションを実行する権限がないAWSAppSync
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されてい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。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワード
を発行した人です。

以下の例のエラーは、IAM ユーザーがコンソールを使用して、mateojacksonmy-example-widget架空
のリソースの詳細を表示しようとしているが、appsync:GetWidget彼には架空のアクセス許可がない場
合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 appsync:GetWidget on resource: my-example-widget

343



AWS AppSync デベロッパーガイド
トラブルシューティング

この場合、Mateo は、appsync:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへの
アクセスが許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

iam を実行する権限がないPassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して
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AWSAppSync。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して、marymajorでアクションを実行し
ようする場合に発生しますAWSAppSync。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

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。

管理者としてへのアクセスを他のユーザーに許可したい
AWSAppSync
へのアクセスを他のユーザーに許可するにはAWSAppSync、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。ユーザーまたはアプリ
ケーションは、このエンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、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AWSAppSync。

すぐにスタートするには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM が委任した初期のユーザーおよびグループの
作成」を参照してください。
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によるAWSAppSync API 呼び
出しのロギングAWS CloudTrail

自分のAWSアカウント以外のユーザーにAWSAppSyncリソース
へのアクセスを許可する場合
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• AWSAppSyncこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「」を参照してくださ
いIAMAWSAppSync との連携方法 (p. 330)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

によるAWSAppSync API 呼び出しのロギングAWS 
CloudTrail

AWSAppSyncはAWS CloudTrail、でユーザ、ロール、AWSまたはサービスが行ったアクションの
記録を提供するサービスと統合されていますAWSAppSync。CloudTrailの APIAWSAppSync コール
をイベントとしてキャプチャします。キャプチャされたコールには、AWSAppSyncコンソールの
コールと、AWSAppSync API オペレーションへのコードコールが含まれます。証跡を作成する場合
は、CloudTrailのイベントなど、Amazon S3 バケットへの継続的な配信を有効にすることができます
AWSAppSync 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。によって収集された情報を使用してCloudTrail、に対するリクエスト
AWSAppSync、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できま
す。

CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

AWSAppSync内の情報CloudTrail
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。でアクティビティが発生すると
AWSAppSync、そのアクティビティは [CloudTrailイベント履歴]AWS 内の他のサービスイベントと共にイ
ベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細に
ついては、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

のイベントを含め、AWSアカウントのイベントを継続的に記録するにはAWSAppSync、証跡を作成しま
す。追跡によりCloudTrail、ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コ
ンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWSパー
ティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログ
ファイルを配信します。さらに、より詳細な分析と CloudTrail ログで収集されたデータに基づいた行動の
ためにその他の AWS サービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。
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• 「追跡を作成するための概要」
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから 

CloudTrail ログファイルを受け取る」

AWSAppSyncAWSAppSyncAPI を介して行われた呼び出しのロギングをサポートします。現時点で
は、API への呼び出しとリゾルバーへの呼び出しはにログインされませんCloudTrail。AWSAppSync

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。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか。

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

AWSAppSyncログファイルエントリについて
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように構成できます。CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。イ
ベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日
時、リクエストのパラメータなどの情報が含まれます。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。

次の例は、CloudTrailGetGraphqlApiAWS AppSyncコンソールでおこなわれたアクションを示すログエ
ントリです。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "ABCDEFXAMPLEPRINCIPAL:nikkiwolf", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin/nikkiwolf", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2021-03-12T22:41:48Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2021-03-12T22:46:18Z", 
    "eventSource": "appsync.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetGraphqlApi", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
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    "sourceIPAddress": "203.0.113.69", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.942 
 Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.282-b08 
 java/1.8.0_282 vendor/Oracle_Corporation", 
    "requestParameters": { 
        "apiId": "xhxt3typtfnmidkhcexampleid" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "2fc43a35-a552-4b5d-be6e-12553a03dd12", 
    "eventID": "b95b0ad9-8c71-4252-a2ec-5dc2fe5f8ae8", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

次の例は、CloudTrailCreateApikeyでおこなわれたアクションを示すログエントリですAWS CLI。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "ABCDEFXAMPLEPRINCIPAL", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/nikkiwolf", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "nikkiwolf" 
    }, 
    "eventTime": "2021-03-12T22:49:10Z", 
    "eventSource": "appsync.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateApiKey", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.69", 
    "userAgent": "aws-cli/2.0.11 Python/3.7.4 Darwin/18.7.0 botocore/2.0.0dev15", 
    "requestParameters": { 
        "apiId": "xhxt3typtfnmidkhcexampleid" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "apiKey": { 
            "id": "***", 
            "expires": 1616191200, 
            "deletes": 1621375200 
        } 
    }, 
    "requestID": "e152190e-04ba-4d0a-ae7b-6bfc0bcea6af", 
    "eventID": "ba3f39e0-9d87-41c5-abbb-2000abcb6013", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

AWS AppSync のセキュリティのベストプラクティ
ス

AWS AppSync のセキュリテイを保護することは、単にいくつかのレバーをオンにしたり、ログを設定し
たりするだけではありません。以下のセクションでは、サービスの使用方法によって異なるセキュリティ
のベストプラクティスについて説明します。
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認証方法を理解する
AWS AppSyncには、GraphQL API に対してユーザーを認証する複数の方法があります。いずれの方法に
も、セキュリティ、監査可能性、ユーザビリティの面でトレードオフがあります。

次の一般的な認証方法を使用できます。

• Amazon Cognito ユーザープールを使用すると、GraphQL API がユーザー属性を使用してきめ細かなア
クセス制御とフィルタリングを行うことができます。

• APIトークンの寿命は限られており、継続的インテグレーションシステムや外部 API との統合などの自
動化システムに適しています。

• AWS Identity and Access Management(IAM) は、で管理される内部アプリケーションに適しています
AWS アカウント。

• OpenID Connect を使用すると、OpenID Connect プロトコルを使用してアクセスを制御およびフェデ
レーションできます。

での認証と承認の詳細についてはAWS AppSync、を参照してください認可と認証 (p. 297)。

HTTP リゾルバに TLS を使用する
HTTP リゾルバーを使用する場合は、可能な限り TLS セキュア (HTTPS) 接続を使用してください。AWS 
AppSync信頼する TLS 証明書の全リストについては「」を参照してくださいで認識される証明機関 
(CA)AWS AppSyncHTTPS エンドポイントについて (p. 587)。

最小の権限を持つロールを使用する
DynamoDB リゾルバーのようなリゾルバ―を使用する場合は (p. 115)、Amazon DynamoDB テーブルな
ど、リソースに対してどのようなリクエストが行われたかを判断できます。

IAM ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かがAWSAppSyncリソースを作成、アクセス、または
削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生
する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガ
イドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。
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• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
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。
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リゾルバーリファレンス (JavaScript)
以下のセクションでは、APPSYNC_JS JavaScript ランタイムとリゾルバーについて説明します。

トピック
• JavaScript リゾルバーの概要 (p. 350)
• リゾルバーコンテキストオブジェクトリファレンス (p. 368)
• JavaScript リゾルバーと関数のランタイム機能 (p. 375)
• JavaScript DynamoDB のリゾルバー関数リファレンス (p. 391)
• JavaScript のリゾルバー関数リファレンス OpenSearch (p. 437)
• JavaScript Lambda のリゾルバー関数リファレンス (p. 441)
• JavaScript EventBridge データソース用リゾルバー関数リファレンス (p. 443)
• JavaScript None データソースのリゾルバー関数リファレンス (p. 446)
• JavaScript HTTP 用リゾルバー関数リファレンス (p. 447)

JavaScript リゾルバーの概要
AWS AppSync データソースに対してオペレーションを実行して GraphQL リクエストに応答できます。ク
エリ、ミューテーション、またはサブスクリプションなど、実行する GraphQL フィールドごとに、リゾ
ルバーをアタッチする必要があります。各リゾルバーは、データソースと通信する1つ以上の機能で構成さ
れています。

リゾルバーは GraphQL とデータソースの間のコネクタです。AWS AppSync マッピングテンプレー
トは、受信した GraphQL リクエストをバックエンドのデータソースへの指示に変換する方法と、
そのデータソースからのレスポンスを GraphQL のレスポンスに変換する方法を 1 つの方法です。
ではAWS AppSync、 JavaScript APPSYNC_JSランタイムを使用してリゾルバー関数を記述できま
す。APPSYNC_JSランタイムでサポートされている機能の一覧については、「JavaScript リゾルバーと関
数のランタイム機能」を参照してください。

JavaScript パイプラインリゾルバーの構造
パイプラインリゾルバーは、リクエストとレスポンスのハンドラーと関数のリストを定義するコードで構
成されています。各関数には、データソースに対して実行するリクエストハンドラーとレスポンスハンド
ラーがあります。パイプラインリゾルバーは実行を関数のリストに委任するため、どのデータソースにも
リンクされません。ユニットリゾルバー (VTL で書かれている) と関数は、データソースに対して操作を実
行するプリミティブです。

パイプラインリゾルバーリクエストハンドラー
パイプラインリゾルバーのリクエストハンドラー (ビフォアステップ) では、定義された関数を実行する前
に準備ロジックを実行できます。

関数のリスト
パイプラインリゾルバーが順番に実行する関数のリスト。パイプラインリゾルバーのリクエストハンド
ラーの評価結果は、最初の関数で次のように表示されますctx.prev.result。各関数評価結果は、次の
関数に次の関数として利用できますctx.prev.result。

パイプラインリゾルバーレスポンスハンドラー
パイプラインリゾルバーのレスポンスハンドラー (後段階) では、最後の関数の出力から期待され
る GraphQL フィールドタイプまでの最終ロジックを実行できます。関数リストの最後の関数の出
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力は、ctx.prev.resultパイプラインリゾルバーの応答ハンドラーでまたはとして確認できま
すctx.result。

実行フロー
パイプラインリゾルバーが 2 つの関数で構成されている場合、以下のリストはリゾルバーが呼び出された
ときの実行フローを表しています。

1. パイプラインリゾルバーリクエストハンドラー (ステップ前)
2. 関数 1: 関数リクエストハンドラ
3. 関数 1: データソースの呼び出し
4. 関数 1: 関数応答ハンドラ
5. 関数 2: 関数リクエストハンドラ
6. 関数 2: データソースの呼び出し
7. 関数 2: 関数応答ハンドラ
8. パイプラインリゾルバーレスポンスハンドラー (ステップ後)

Note

パイプラインリゾルバーの実行フローは単方向であり、リゾルバーで静的に定義されています。

APPSYNC_JS便利なランタイムビルトインユーティリティ
パイプラインリゾルバーでの作業には、以下のユーティリティが役立ちます。

ctx.stash
スタッシュは、各リゾルバー、関数リクエストおよびレスポンスハンドラー内で使用できるオブジェク
トです。同じ stash インスタンスは、リゾルバーを 1 回実行しても存続します。つまり、stash を使用し
て、リクエストハンドラーとレスポンスハンドラー、およびパイプラインリゾルバーの関数間で任意の
データを渡すことができるということです。 JavaScript スタッシュは通常のオブジェクトと同じようにテ
ストできます。

ctx .prev.result
ctx.prev.result は、パイプラインで実行された前のオペレーションの結果を表します。前の操作がパ
イプラインリゾルバーのリクエストハンドラーだった場合はctx.prev.result、チェーン内の最初の関
数で使用できるようになります。前のオペレーションが最初の関数であった場合、ctx.prev.result は
最初の関数の出力を表し、パイプライン内の 2 番目の関数に使用可能になります。前のオペレーションが
最後の関数であった場合、ctx.prev.resultは最後の関数の出力を表し、パイプラインリゾルバーのレ
スポンスハンドラーに使用可能になります。

util.error
util.error ユーティリティはフィールドエラーをスローするのに便利です。util.error関数リクエス
トまたはレスポンスハンドラ内で使用すると、すぐにフィールドエラーが発生し、後続の関数が実行され
なくなります。util.error詳細やその他のシグネチャについては、JavaScriptリゾルバーと関数のラン
タイム機能をご覧ください。

ユーティリティ. アペンドエラー
util.appendErrorと似ていますがutil.error()、ハンドラーの評価を中断しないという大きな違い
があります。代わりに、フィールドにエラーがあったことを通知しますが、ハンドラを評価してデータを
返すことができます。関数内で util.appendError を使用しても、パイプラインの実行フローは中断さ
れません。util.error詳細やその他のシグネチャについては、JavaScript リゾルバーと関数のランタイ
ム機能をご覧ください。
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ランタイム。アーリーリターン

runtime.earlyReturnこの関数を使用すると、任意のリクエスト関数から途中で戻ることができま
す。runtime.earlyReturnリゾルバーのリクエストハンドラー内で使用すると、リゾルバーから戻りま
す。AWS AppSync関数リクエストハンドラーから呼び出すと、関数から戻り、パイプラインの次の関数ま
たはリゾルバー応答ハンドラーのどちらかに実行が続行されます。

APPSYNC_JS ランタイムを使用したリゾルバーの作
成
AWS AppSync パイプラインリゾルバーには、クエリ、ミューテーション、またはサブスクリプションを
解決するために順番に実行される最大 10 個の関数が含まれています。各関数はデータソースに関連付け
られ、AWS AppSync そのデータソースからデータを読み書きする方法をサービスに指示するコードを提
供します。このコードは、リクエストハンドラーとレスポンスハンドラーを定義します。リクエストハ
ンドラーは、コンテキストオブジェクトを引数として受け取り、データソースの呼び出しに使用される 
JSON オブジェクトの形式でリクエストペイロードを返します。レスポンスハンドラーは、実行されたリ
クエストの結果を含むペイロードをデータソースから受け取ります。レスポンスハンドラーは、このペ
イロードを (オプションで) 適切な形式に変換して返します。以下の例では、関数が Amazon DynamoDB 
データソースから項目を取得します。

import { util } from '@aws-appsync/utils'

/** 
 * Request a single item with `id` from the attached DynamoDB table datasource 
 * @param ctx the context object holds contextual information about the function 
 invocation. 
 */
export function request(ctx) { 
  const { args: { id } } = ctx 
  return {  
    operation: 'GetItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id }) 
  }
}

/** 
 * Returns the result directly 
 * @param ctx the context object holds contextual information about the function 
 invocation. 
 */
export function response(ctx) { 
  return ctx.result
}

パイプラインリゾルバーには、パイプライン内の関数の実行を取り巻くリクエストとレスポンスハンド
ラーもあります。リクエストハンドラーは最初の関数のリクエストの前に実行され、レスポンスハンド
ラーは最後の関数の応答の後に実行されます。リゾルバーのリクエストハンドラーは、パイプライン内の
関数が使用するデータを設定できます。リゾルバーのレスポンスハンドラーは、GraphQL フィールド出
力タイプにマッピングするデータを返す 1 つの方法です。以下の例では、リゾルバーのリクエストハンド
ラーが、allowedGroups返されるデータはこれらのグループのいずれかに属するべきだと定義していま
す。この値は、リゾルバーの関数がデータをリクエストするために使用できます。リゾルバーのレスポン
スハンドラーが最終チェックを行い、結果をフィルタリングして、許可されたグループに属するアイテム
だけが返されるようにします。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

/** 
 * Called before the request function of the first AppSync function in the pipeline. 
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 *  @param ctx the context object holds contextual information about the function 
 invocation. 
 */
export function request(ctx) { 
  ctx.stash.allowedGroups = ['admin']; 
  ctx.stash.startedAt = util.time.nowISO8601(); 
  return {};
}
/** 
 * Called after the response function of the last AppSync function in the pipeline. 
 * @param ctx the context object holds contextual information about the function 
 invocation. 
 */
export function response(ctx) { 
  const result = []; 
  for (const item of ctx.prev.result) { 
    if (ctx.stash.allowedGroups.indexOf(item.group) > -1) result.push(item); 
  } 
  return result;
}

AWS AppSync 関数では、スキーマ内の複数のリゾルバーにまたがって再利用できる共通のロジックを作
成できます。たとえば、Amazon DynamoDBAWS AppSync データソースから項目をクエリする関数を 
1QUERY_ITEMS つ呼び出すことができます。アイテムのクエリに使用するリゾルバーについては、リゾル
バーのパイプラインに関数を追加し、使用するクエリインデックスを指定するだけです。ロジックを再実
装する必要はありません。

353



AWS AppSync デベロッパーガイド
APPSYNC_JS ランタイムを使用したリゾルバーの作成

354



AWS AppSync デベロッパーガイド
コードを書き込む

コードを書き込む
次の GraphQL クエリを使用して Amazon DynamoDBgetPost(id:ID!)Post データソースからタイプ
を返すというフィールドにパイプラインリゾルバーをアタッチするとします。

getPost(id:1){ 
    id 
    title 
    content
}

まず、Query.getPost以下のコードで簡単なリゾルバーをアタッチします。これは簡単なリゾルバー
コードの例です。リクエストハンドラーにはロジックが定義されておらず、レスポンスハンドラーは最後
の関数の結果を返すだけです。

/** 
 * Invoked **before** the request handler of the first AppSync function in the pipeline. 
 * The resolver `request` handler allows to perform some preparation logic 
 * before executing the defined functions in your pipeline. 
 * @param ctx the context object holds contextual information about the function 
 invocation. 
 */
export function request(ctx) { 
  return {}
}

/** 
 * Invoked **after** the response handler of the last AppSync function in the pipeline. 
 * The resolver `response` handler allows to perform some final evaluation logic 
 * from the output of the last function to the expected GraphQL field type. 
 * @param ctx the context object holds contextual information about the function 
 invocation. 
 */
export function response(ctx) { 
  return ctx.prev.result
}

次に、GET_ITEMデータソースからポストアイテムを取得する関数を定義します。

import { util } from '@aws-appsync/utils'

/** 
 * Request a single item from the attached DynamoDB table datasource 
 * @param ctx the context object holds contextual information about the function 
 invocation. 
 */
export function request(ctx) { 
  const { id } = ctx.args; 
  return { operation: 'GetItem', key: util.dynamodb.toMapValues({ id }) };
}

/** 
 * Returns the result 
 * @param ctx the context object holds contextual information about the function 
 invocation. 
 */
export function response(ctx) { 
  const { error, result } = ctx; 
  if (error) { 
    return util.appendError(error.message, error.type, result); 
  } 
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  return ctx.result;
}

リクエスト中にエラーが発生した場合、関数のレスポンスハンドラーは、GraphQL レスポンスで呼び出し
側クライアントに返されるエラーを追加します。GET_ITEM関数をリゾルバー関数リストに追加します。
クエリを実行すると、GET_ITEM関数のリクエストハンドラは、DynamoDBGetItemidをキーとして使用
してリクエストを作成します。

{ 
    "operation" : "GetItem", 
    "key" : { 
        "id" : { "S" : "1" } 
    }
}

AWS AppSyncリクエストを使用して Amazon DynamoDB からデータを取得します。データが返される
と、GET_ITEMそのデータは関数の応答ハンドラによって処理され、エラーをチェックして結果を返しま
す。

{ 
  "result" : { 
    "id": 1, 
    "title": "hello world", 
    "content": "<long story>" 
  }
}

最後に、リゾルバーのレスポンスハンドラーは結果を直接返します。

エラーへの対処
リクエスト中に関数でエラーが発生した場合、そのエラーはの関数レスポンスハンドラで確認できま
すctx.error。util.appendErrorユーティリティを使用して GraphQL レスポンスにエラーを追加で
きます。スタッシュを使用することで、パイプラインの他の関数でもエラーを利用できるようにすること
ができます。次の例を参照してください。

/** 
 * Returns the result 
 * @param ctx the context object holds contextual information about the function 
 invocation. 
 */
export function response(ctx) { 
  const { error, result } = ctx; 
  if (error) { 
    if (!ctx.stash.errors) ctx.stash.errors = [] 
    ctx.stash.errors.push(ctx.error) 
    return util.appendError(error.message, error.type, result); 
  } 
  return ctx.result;
}

ユーティリティ
AWS AppSyncには、APPSYNC_JSランタイムでのリゾルバーの開発に役立つ次の 2 つのライブラリが用
意されています。

• @aws-appsync/eslint-plugin-開発中に問題を迅速に検出して修正します。
• @aws-appsync/utils-コードエディタで型検証とオートコンプリートを行います。
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eslint プラグインの設定
ESLintは、コードを静的に分析して問題をすばやく見つけるツールです。ESLintは継続的インテグレー
ションパイプラインの一部として実行できます。 @aws-appsync/eslint-pluginは、APPSYNC_JSラ
ンタイムを利用する際にコード内の無効な構文をキャッチするESLintプラグインです。このプラグインを
使用すると、変更をクラウドにプッシュしなくても、開発中にコードに関するフィードバックをすばやく
得ることができます。

@aws-appsync/eslint-pluginには、開発中に使用できる 2 つのルールセットが用意されています。

「plugin: @aws-appsync/base」 は、プロジェクトで活用できるルールの基本セットを設定します。

ルール 説明

非同期なし 非同期の処理とプロミスはサポートされていませ
ん。

待たない 非同期の処理とプロミスはサポートされていませ
ん。

クラスなし クラスはサポートされていません。

いいえ forはサポートされていません (サポートされてい
るfor-of、for-inおよびは除く)

継続しない continue はサポートされていません。

ジェネレータなし ジェネレータはサポートされていません。

利回りなし yield はサポートされていません。

ラベルなし ラベルはサポートされていません。

いや、これ thisのキーワードはサポートされていません。

試すな TRY/catch 構造はサポートされていません。

しばらくの間 一方、ループはサポートされていません。

no-disallowed-unary-operators ++、--、~および単項演算子は使用できません。

no-disallowed-binary-operators instanceofオペレーターは許可されていませ
ん。

約束なし 非同期の処理とプロミスはサポートされていませ
ん。

「plugin: @aws-appsync/commended」 にはいくつかの追加ルールがありますが、 TypeScript プロジェク
トに設定を追加する必要もあります。

ルール 説明

再帰なし 再帰的な関数呼び出しは許可されていません。

no-disallowed-methods 一部の方法は許可されていません。サポートさ
れている組み込み関数の全セットについては、リ
ファレンスを参照してください。
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ルール 説明

no-function-passing 関数を関数引数として関数に渡すことは許可され
ていません。

no-function-reassign 機能を再割り当てすることはできません。

no-function-return 関数を関数の戻り値にすることはできません。

プラグインをプロジェクトに追加するには、「ESLint入門」のインストールと使用の手順に従ってくださ
い。次に、プロジェクトパッケージマネージャー (npm、yarn、pnpm など) を使用してプロジェクトにプ
ラグインをインストールします。

$ npm install @aws-appsync/eslint-plugin

.eslintrc.{js,yml,json}ファイルに 「プラグイン:@aws-appsync/base」 または 「プラグイ
ン:@aws-appsync/推奨」extends をプロパティに追加します。以下のスニペットは、.eslintrc以下の
基本的な設定例です JavaScript。

{ 
  "extends": ["plugin:@aws-appsync/base"]
}

「プラグイン:@aws-appsync/commended」 ルールセットを使用するには、必要な依存関係をインストー
ルします。

$ npm install -D @typescript-eslint/parser

次に、.eslintrc.jsファイルを作成します。

{ 
  "parser": "@typescript-eslint/parser", 
  "parserOptions": { 
    "ecmaVersion": 2018, 
    "project": "./tsconfig.json" 
  }, 
  "extends": ["plugin:@aws-appsync/recommended"]
}

バンドル、 TypeScript、およびソースマップ
ライブラリの活用とコードのバンドル
リゾルバーと関数コードでは、APPSYNC_JS要件を満たす限り、カスタムライブラリと外部ライブラリの
両方を活用できます。これにより、アプリケーション内の既存のコードを再利用できます。複数のファイ
ルで定義されているライブラリを利用するには、esbuild などのバンドルツールを使用してコードを 1 つの
ファイルにまとめ、AWS AppSyncリゾルバーまたは関数に保存する必要があります。

コードをバンドルするときは、次の点に注意が必要です。

• APPSYNC_JSECMA スクリプトモジュール (ESM) のみをサポートします。
• @aws-appsync/*APPSYNC_JSモジュールはコードに統合されているため、コードにバンドルしないで

ください。

358

https://eslint.org/docs/latest/user-guide/getting-started#installation-and-usage
https://www.npmjs.com/package/@aws-appsync/eslint-plugin
https://www.npmjs.com/package/@aws-appsync/eslint-plugin
https://esbuild.github.io/


AWS AppSync デベロッパーガイド
バンドル、 TypeScript、およびソースマップ

• APPSYNC_JSランタイム環境は、コードがブラウザ環境で実行されないという点で NodeJS に似ていま
す。

• オプションのソースマップを含めることができます。ただし、ソースコンテンツを含めないでくださ
い。

ソースマップの詳細については、「ソースマップの使用 (p. 361)」をご参照ください。

たとえば、にあるリゾルバーコードをバンドルするにはsrc/appsync/getPost.resolver.js、次の 
esbuild CLI コマンドを使用できます。

$ esbuild --bundle \
--sourcemap=inline \
--sources-content=false \
--target=esnext \
--platform=node \
--format=esm \
--external:@aws-appsync/utils \
--outdir=out/appsync \ 
 src/appsync/getPost.resolver.js

コードの作成と操作 TypeScript
TypeScriptマイクロソフトが開発したプログラミング言語で、 TypeScript タイピングシステムとともにす
べての機能を提供します。 JavaScript TypeScript を使用して、タイプセーフなコードを記述し、コード
をに保存する前にビルド時にエラーやバグをcatch できますAWS AppSync。@aws-appsync/utilsパッ
ケージは完全に入力されています。

APPSYNC_JS TypeScript ランタイムは直接サポートしていません。コードをに保存する前に、 TypeScript 
JavaScript APPSYNC_JSまずコードをランタイムがサポートするコードにトランスパイルする必要があり
ますAWS AppSync。 TypeScript を使用してローカルの統合開発環境 (IDE) でコードを記述できますが、 
TypeScript AWS AppSyncコンソールではコードを作成できないことに注意してください。

開始する前に、TypeScriptプロジェクトにインストールされていることを確認してください。次
に、TSConfig TypeScript APPSYNC_JS を使用してランタイムで動作するようにトランスコンパイル設定
を構成します。tsconfig.json使用できる基本ファイルの例を次に示します。

// tsconfig.json
{ 
  "compilerOptions": { 
    "target": "esnext", 
    "module": "esnext", 
   "noEmit": true, 
   "moduleResolution": "node", 
  }
}

その後、esbuild などのバンドルツールを使用して、コードをコンパイルしてバンドルできます。たとえ
ば、AWS AppSyncコードがにあるプロジェクトを指定するとsrc/appsync、次のコマンドを使用して
コードをコンパイルしてバンドルできます。

$ esbuild --bundle \
--sourcemap=inline \
--sources-content=false \
--target=exnext \
--platform=node \
--format=esm \
--external:@aws-appsync/utils \
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--outdir=out/appsync \ 
 src/appsync/**/*.ts

Amplify コードジェンの使用

Amplify CLIを使用して、スキーマのタイプを生成できます。schema.graphqlファイルがあるディレクト
リから、次のコマンドを実行し、プロンプトを確認して codegen を設定します。

$  npx @aws-amplify/cli codegen add

特定の状況 (スキーマの更新時など) で codegen を再生成するには、以下のコマンドを実行します。

$ npx @aws-amplify/cli codegen

その後、生成された型をリゾルバーコードで使用できるようになります。例として、次のスキーマがある
とします。

type Todo { 
  id: ID! 
  title: String! 
  description: String
}

type Mutation { 
  createTodo(title: String!, description: String): Todo
}

type Query { 
  listTodos: Todo
}

生成された型は、AWS AppSync次の関数例で使用できます。

import { Context, DynamoDBPutItemRequest, util } from '@aws-appsync/utils'
import { CreateTodoMutationVariables, Todo } from './API' // codegen

export function request(ctx: Context<CreateTodoMutationVariables>): DynamoDBPutItemRequest 
 { 
  ctx.args.description = ctx.args.description ?? 'created on ' + util.time.nowISO8601() 
  return { 
    operation: 'PutItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id: util.autoId() }), 
    attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(ctx.args), 
  }
}

export function response(ctx) { 
  const todo = ctx.result as Todo 
  return todo
}

ジェネリック医薬品の使用 TypeScript

提供されているいくつかのタイプでジェネリックを使用できます。たとえば、Todo以下のスニペットはタ
イプです。

export type Todo = { 
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  __typename: "Todo", 
  id: string, 
  title: string, 
  description?: string | null,
};

を利用するサブスクリプションのリゾルバーを書くことができますTodo。お使いの IDE で
は、toSubscriptionFilter型定義とオートコンプリートヒントが変換ユーティリティを適切に使用す
るためのガイドとなります。

import { util, Context, extensions } from '@aws-appsync/utils'
import { Todo } from './API'

export function request(ctx: Context) { 
  return {}
}

export function response(ctx: Context) { 
  const filter = util.transform.toSubscriptionFilter<Todo>({ 
    title: { beginsWith: 'hello' }, 
    description: { contains: 'created' }, 
  }) 
  extensions.setSubscriptionFilter(filter) 
  return null
}

バンドルのリンティング
esbuild-plugin-eslintプラグインをインポートすることで、バンドルを自動的にリントできます。そ
の後、eslintplugins 機能を有効にする値を指定することで有効にできます。以下は、esbuild JavaScript 
API をという名前のファイルで使用するテンプレートですbuild.mjs。

/* eslint-disable */
import { build } from 'esbuild'
import eslint from 'esbuild-plugin-eslint'
import glob from 'glob'
const files = await glob('src/**/*.ts')

await build({ 
  format: 'esm', 
  target: 'esnext', 
  platform: 'node', 
  external: ['@aws-appsync/utils'], 
  outdir: 'dist/', 
  entryPoints: files, 
  bundle: true, 
  plugins: [eslint({ useEslintrc: true })],
})

ソースマップを使用する
JavaScript コードにはインラインソースマップ (sourcemap) を指定できます。ソースマップは、 
JavaScript TypeScript バンドルやコーディングを行い、 JavaScript 入力ソースファイルへの参照をログや
ランタイムエラーメッセージに表示したい場合に便利です。

sourcemapコードの最後に必ず入力してください。次の形式の 1 行のコメント行で定義されます。

//# sourceMappingURL=data:application/json;base64,<base64 encoded string>
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例を示します。

//# sourceMappingURL=data:application/
json;base64,ewogICJ2ZXJzaW9uIjogMywKICAic291cmNlcyI6IFsibGliLmpzIiwgImNvZGUuanMiXSwKICAibWFwcGluZ3MiOiAiO0FBQU8sU0FBUyxRQUFRO0FBQ3RCLFNBQU87QUFDVDs7O0FDRE8sU0FBUyxRQUFRLEtBQUs7QUFDM0IsU0FBTyxNQUFNO0FBQ2Y7IiwKICAibmFtZXMiOiBbXQp9Cg==

ソースマップは esbuild で作成できます。以下の例は、コードをビルドしてバンドルするときに esbuild 
JavaScript API を使用してインラインソースマップを組み込む方法を示しています。

/* eslint-disable */
import { build } from 'esbuild'
import eslint from 'esbuild-plugin-eslint'
import glob from 'glob'
const files = await glob('src/**/*.ts')

await build({ 
  sourcemap: 'inline', 
  sourcesContent: false, 
   
  format: 'esm', 
  target: 'esnext', 
  platform: 'node', 
  external: ['@aws-appsync/utils'], 
  outdir: 'dist/', 
  entryPoints: files, 
  bundle: true, 
  plugins: [eslint({ useEslintrc: true })],
})

特に、sourcemapsourcesContentおよびオプションでは、各ビルドの最後にソースマップをインライ
ンで追加するが、ソースコンテンツは含めないように指定しています。慣例として、ソースコンテンツは
含めないことをお勧めしますsourcemap。esbuild でこれを無効にするにはsources-content、に設定
しますfalse。

ソースマップがどのように機能するかを説明するために、リゾルバーコードがヘルパーライブラリのヘル
パー関数を参照する次の例を確認してください。このコードには、リゾルバーコードとヘルパーライブラ
リのログステートメントが含まれています。

。 /src/default.resolver.ts (お使いのリゾルバー)

import { Context } from '@aws-appsync/utils'
import { hello, logit } from './helper'

export function request(ctx: Context) { 
  console.log('start >') 
  logit('hello world', 42, true) 
  console.log('< end') 
  return 'test'
}

export function response(ctx: Context): boolean { 
  hello() 
  return ctx.prev.result
}

.src/helper.ts (ヘルパーファイル)

export const logit = (...rest: any[]) => { 
  // a special logger 
  console.log('[logger]', ...rest.map((r) => `<${r}>`))
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}

export const hello = () => { 
  // This just returns a simple sentence, but it could do more. 
  console.log('i just say hello..')
}

リゾルバーファイルをビルドしてバンドルすると、リゾルバーコードにはインラインソースマップが含ま
れます。リゾルバーを実行すると、 CloudWatch 次のエントリがログに表示されます。

CloudWatch ログのエントリを見ると、2 つのファイルの機能がバンドルされ、同時に実行されていること
がわかります。各ファイルの元のファイル名もログにはっきりと反映されます。

テスト
EvaluateCodeAPI コマンドを使用すると、コードをリゾルバーまたは関数に保存する前に、モック
データを使用してリゾルバーと関数ハンドラーをリモートでテストできます。コマンドを開始するに
は、appsync:evaluateMappingTemplateポリシーにアクセス権限を追加していることを確認してくだ
さい。例:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "appsync:evaluateCode", 
            "Resource": "arn:aws:appsync:<region>:<account>:*" 
        } 
    ]
}

AWSCLI または AWSSDK を使用してコマンドを活用できます。たとえば、CLIを使用してコードをテスト
するには、ファイルを指定してコンテキストを指定し、評価するハンドラーを指定するだけです。

aws appsync evaluate-code \ 
  --code file://code.js \ 
  --function request \ 
  --context file://context.json \ 
  --runtime name=APPSYNC_JS,runtimeVersion=1.0.0

レスポンスには、evaluationResultハンドラーから返されたペイロードを含むが含まれます。ま
た、logs評価中にハンドラーによって生成されたログのリストを保持するオブジェクトも含まれていま
す。これにより、コード実行のデバッグが容易になり、評価に関する情報を確認してトラブルシューティ
ングに役立てることができます。例:

{ 
    "evaluationResult": "{\"operation\":\"PutItem\",\"key\":{\"id\":{\"S\":\"record-id
\"}},\"attributeValues\":{\"owner\":{\"S\":\"John doe\"},\"expectedVersion\":{\"N\":2},
\"authorId\":{\"S\":\"Sammy Davis\"}}}", 
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    "logs": [ 
        "INFO - code.js:5:3: \"current id\" \"record-id\"", 
        "INFO - code.js:9:3: \"request evaluated\"" 
    ]
}

評価結果は JSON として解析でき、次のようになります。

{ 
  "operation": "PutItem", 
  "key": { 
    "id": { 
      "S": "record-id" 
    } 
  }, 
  "attributeValues": { 
    "owner": { 
      "S": "John doe" 
    }, 
    "expectedVersion": { 
      "N": 2 
    }, 
    "authorId": { 
      "S": "Sammy Davis" 
    } 
  }
}

SDK を使用すると、テストスイートのテストを簡単に組み込んで、テンプレートの動作を検証できま
す。この例ではJestテストフレームワークを使用していますが、どのテストスイートでも動作します。次
のスニペットは、仮想で実行された検証を示しています。評価レスポンスは有効な JSON であることを想
定しているので、文字列レスポンスから JSONJSON.parse を取得するために使用することに注意してく
ださい。

const AWS = require('aws-sdk')
const fs = require('fs')
const client = new AWS.AppSync({ region: 'us-east-2' })
const runtime = {name:'APPSYNC_JS',runtimeVersion:'1.0.0')

test('request correctly calls DynamoDB', async () => { 
  const code = fs.readFileSync('./code.js', 'utf8') 
  const context = fs.readFileSync('./context.json', 'utf8') 
  const contextJSON = JSON.parse(context) 
   
  const response = await client.evaluateCode({ code, context, runtime, function: 
 'request' }).promise() 
  const result = JSON.parse(response.evaluationResult) 
   
  expect(result.key.id.S).toBeDefined() 
  expect(result.attributeValues.firstname.S).toEqual(contextJSON.arguments.firstname)
})

これにより、次のような結果になります。

Ran all test suites.
> jest

PASS ./index.test.js
# request correctly calls DynamoDB (543 ms)
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 1 passed, 1 total
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Snapshots: 0 totalTime: 1.511 s, estimated 2 s

VTL からへの移行 JavaScript
AWS AppSync VTL またはを使用して、リゾルバーや関数のビジネスロジックを記述できます 
JavaScript。どちらの言語でも、AWS AppSync データソースの操作方法をサービスに指示するロジック
を記述します。VTL では、有効な JSON でエンコードされた文字列を評価する必要があるマッピングテン
プレートを作成します。では JavaScript、オブジェクトを返すリクエストハンドラーとレスポンスハンド
ラーを記述します。JSON エンコードされた文字列は返しません。

たとえば、次の VTL マッピングテンプレートを使用して Amazon DynamoDB アイテムを取得します。

{ 
    "operation": "GetItem", 
    "key": { 
        "id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id), 
    }
}

ユーティリティは、JSON$util.dynamodb.toDynamoDBJson エンコードされた文字列を返します。
をに設定すると<id>、$ctx.args.idテンプレートは有効な JSON エンコードされた文字列と評価しま
す。

{ 
    "operation": "GetItem", 
    "key": { 
        "id": {"S": "<id>"}, 
    }
}

を使用して作業する場合 JavaScript、コード内で JSONtoDynamoDBJson でエンコードされた文字列をそ
のまま出力する必要はなく、このようなユーティリティを使用する必要もありません。上記のマッピング
テンプレートの同等の例は次のとおりです。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) { 
  return { 
    operation: 'GetItem', 
    key: {id: util.dynamodb.toDynamoDB(ctx.args.id)} 
  };
}

別の方法としてutil.dynamodb.toMapValues、を使用する方法があります。値のオブジェクトを処理
するには、次の方法が推奨されます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) { 
  return { 
    operation: 'GetItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id: ctx.args.id }), 
  };
}

この評価結果は次のようになります。

{ 
  "operation": "GetItem", 
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  "key": { 
    "id": { 
      "S": "<id>" 
    } 
  }
}

別の例として、次のマッピングテンプレートを使用して Amazon DynamoDB データソースに項目を配置し
ます。

{ 
    "operation" : "PutItem", 
    "key" : { 
        "id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($util.autoId()), 
    }, 
    "attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)
}

評価時に、このマッピングテンプレート文字列は有効な JSON エンコード文字列を生成する必要がありま
す。を使用するときは JavaScript、リクエストオブジェクトを直接返します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) { 
  const { id = util.autoId(), ...values } = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'PutItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id }), 
    attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values), 
  };
}

評価結果は次のようになります。

{ 
  "operation": "PutItem", 
  "key": { 
    "id": { "S": "2bff3f05-ff8c-4ed8-92b4-767e29fc4e63" } 
  }, 
  "attributeValues": { 
    "firstname": { "S": "Shaggy" }, 
    "age": { "N": 4 } 
  }
}

データソースへの直接アクセスと Lambda データソー
ス経由のプロキシのどちらを選択するか
AWS AppSync APPSYNC_JSとランタイムを使用すると、AWS AppSync 関数を使用してデータソー
スにアクセスすることで、カスタムビジネスロジックを実装する独自のコードを作成できます。これ
により、 OpenSearch 追加の計算サービスやインフラストラクチャをデプロイしなくても、Amazon 
DynamoDB、Aurora Serverless、AWSサービス、HTTP API、その他のサービスなどのデータソースを簡
単に直接操作できます。AWS AppSync また、Lambda データソースを設定することで、AWS Lambda関
数を簡単に操作できます。Lambda データソースでは、AWS Lambdaのフルセット機能を使用して複雑な
ビジネスロジックを実行して GraphQL リクエストを解決できます。ほとんどの場合、AWS AppSync ター
ゲットデータソースに直接接続された関数は、必要な機能をすべて提供します。APPSYNC_JSランタイム
でサポートされていない複雑なビジネスロジックを実装する必要がある場合は、Lambda データソースを
プロキシとして使用してターゲットデータソースを操作できます。
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データソースへの直接統合 Lambda データソース

ユースケース AWS AppSync functions interact 
directly with API data sources.

AWS AppSync functions call 
Lambdas that interact with API 
data sources.

Runtime APPSYNC_JS (JavaScript) サポートされている Lambda 
Runtime

Maximum size of code AWS AppSync関数あたり 32,000 
文字

Lambda あたり 50 MB (zip 圧縮
済み、直接アップロード)

External modules 制限あり-APPSYNC_JS がサ
ポートしている機能のみ

はい

Call any AWS service はい-AWS AppSync HTTP デー
タソースを使用する

はい-AWS SDK を使用する

Access to the request header はい はい

Network access いいえ はい

File system access いいえ はい

Logging and metrics はい はい

Build and test entirely within 
AppSync

はい いいえ

Cold start いいえ いいえ-同時実行がプロビジョニ
ングされている場合

Auto-scaling はい-透明にAWS AppSync はい-Lambda で設定されている
とおり

Pricing 追加料金なし Lambda の使用分が課金されます

AWS AppSync ターゲットデータソースに直接統合する関数は、次のようなに最適です。

• Amazon DynamoDB、Aurora サーバーレス、 OpenSearch サービスとのインタラクション
• HTTP API とのやり取りと受信ヘッダーの受け渡し
• HTTPAWS データソースを使用してサービスを操作する (AWS AppSync指定されたデータソースロール

でリクエストに自動的に署名する)
• データソースにアクセスする前のアクセス制御の実装
• リクエストを処理する前に、取得したデータのフィルタリングを実装する
• AWS AppSyncリゾルバーパイプラインで関数を順次実行するシンプルなオーケストレーションの実装
• クエリとミューテーションにおけるキャッシュ接続とサブスクリプション接続の制御。

AWS AppSync Lambda データソースをプロキシとして使用する関数は、次のようなに最適です。

• VTL (VTL) JavaScript 以外の言語を使用する
• パフォーマンスを最適化するための CPU またはメモリの調整と制御
• サードパーティライブラリのインポート、またはサポートされていない機能の要求APPSYNC_JS
• 複数のネットワークリクエストを実行したり、クエリを実行するためにファイルシステムにアクセスし

たりする
• バッチ設定を使用してリクエストをバッチ処理します。
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リゾルバーコンテキストオブジェクトリファレンス
AWS AppSyncは、リクエストとレスポンスハンドラーを操作するための変数と関数のセットを定義しま
す。これにより、GraphQL を使用してデータの論理的オペレーションが容易になります。このドキュメン
トでは、これらの関数について説明し、例を示します。

context へのアクセス
contextリクエストハンドラーとレスポンスハンドラーの引数は、リゾルバー呼び出しのコンテキスト情
報をすべて保持するオブジェクトです。この変数の構造は次のとおりです。

type Context = { 
  arguments: any; 
  args: any; 
  identity: Identity; 
  source: any; 
  error?: { 
    message: string; 
    type: string; 
  }; 
  stash: any; 
  result: any; 
  prev: any; 
  request: Request; 
  info: Info;
};

Note

contextこのオブジェクトは「」と呼ばれることがよくありますctx。

contextオブジェクト内の各フィールドは次のように定義されています。

context フィールド
arguments

このフィールドのすべての GraphQL 引数を含むマップ。
identity

呼び出し元に関する情報を含むオブジェクト。このフィールドの構造の詳細については、
「ID (p. 370)」を参照してください。

source

親フィールドの解像度を含むマップ。
stash

スタッシュは、各リゾルバーと関数ハンドラー内で使用できるオブジェクトです。同じ stash オブ
ジェクトは、リゾルバーを 1 回実行しても存続します。つまり、stash を使用して、リクエストハン
ドラーとレスポンスハンドラー、およびパイプラインリゾルバーの関数間で任意のデータを渡すこと
ができるということです。

Note

スタッシュ全体を削除または置換することはできませんが、スタッシュのプロパティを追
加、更新、削除、および読み取ることはできます。

以下のコード例のいずれかを変更することで、スタッシュにアイテムを追加できます。
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//Example 1
ctx.stash.newItem = { key: "something" }

//Example 2
Object.assign(ctx.stash, {key1: value1, key2: value})

以下のコードを変更することで、スタッシュからアイテムを削除できます。

delete ctx.stash.key

result

このリゾルバーの結果用のコンテナ。このフィールドは、レスポンスハンドラーのみに使用可能にな
ります。

たとえば、author次のクエリのフィールドを解決するとします。

query { 
    getPost(id: 1234) { 
        postId 
        title 
        content 
        author { 
            id 
            name 
        } 
    }
}

これで、contextレスポンスハンドラーが評価されると変数全体が使用可能になります。

{ 
  "arguments" : { 
    id: "1234" 
  }, 
  "source": {}, 
  "result" : { 
      "postId": "1234", 
      "title": "Some title", 
      "content": "Some content", 
      "author": { 
        "id": "5678", 
        "name": "Author Name" 
      } 
  }, 
  "identity" : { 
      "sourceIp" : ["x.x.x.x"], 
      "userArn" : "arn:aws:iam::123456789012:user/appsync", 
      "accountId" : "666666666666", 
      "user" : "AIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA" 
  }
}

prev.result

パイプラインリゾルバーで実行された以前の操作の結果。

前のオペレーションがパイプラインリゾルバーのリクエストハンドラーであった場
合、ctx.prev.resultはその評価結果を表し、パイプラインの最初の関数に使用可能になります。
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前のオペレーションが最初の関数であった場合、ctx.prev.resultは最初の関数レスポンスハンド
ラーの評価結果を表し、パイプラインの 2 番目の関数に使用可能になります。

前のオペレーションが最後の関数であった場合、ctx.prev.resultは最後の関数の評価結果を表
し、パイプラインリゾルバーのレスポンスハンドラーに使用可能になります。

info

GraphQL リクエストに関する情報を含むオブジェクト。このフィールドの構造については、「情
報 (p. 372)」を参照してください。

アイデンティティ
identity セクションには、呼び出し元に関する情報が含まれています。このセクションのシェイプは、
使用する AWS AppSyncAPI の認証タイプによって異なります。

AWS AppSync セキュリティオプションの詳細については、「承認と認証 (p. 297)」を参照してください。

API_KEY authorization

identityこのフィールドは入力されていません。
AWS_LAMBDA authorization

identityは次の形式です。

type AppSyncIdentityLambda = { 
  resolverContext: any;
};

identityには、リクエストを承認する Lambda 関数によって返されるのと同じ resolverContext
コンテンツを含む resolverContext キーが含まれています。

AWS_IAM authorization

identityは次の形式です。

type AppSyncIdentityIAM = { 
  accountId: string; 
  cognitoIdentityPoolId: string; 
  cognitoIdentityId: string; 
  sourceIp: string[]; 
  username: string; 
  userArn: string; 
  cognitoIdentityAuthType: string; 
  cognitoIdentityAuthProvider: string;
};

AMAZON_COGNITO_USER_POOLS authorization

identityは次の形式です。

type AppSyncIdentityCognito = { 
  sourceIp: string[]; 
  username: string; 
  groups: string[] | null; 
  sub: string; 
  issuer: string; 
  claims: any; 
  defaultAuthStrategy: string;
};
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各フィールドは次のように定義されています。

accountId

呼び出し元の AWS アカウント ID。
claims

ユーザーが持っているクレーム。
cognitoIdentityAuthType

ID タイプに基づいて認証済みまたは未認証のいずれか。
cognitoIdentityAuthProvider

リクエストの署名に使用された認証情報の取得先となる外部 ID プロバイダ情報のカンマ区切りリス
ト。

cognitoIdentityId

リクエストを行う呼び出し元の Amazon Cognito 認証 ID。
cognitoIdentityPoolId

呼び出し元に関連付けられている Amazon Cognito ID プール。
defaultAuthStrategy

この呼び出し元のデフォルトの認証方法 (ALLOW または DENY)。
issuer

トークン発行者。
sourceIp

AWS AppSync受信した発信者の送信元 IP アドレス。x-forwarded-forリクエストにヘッダーが含
まれていない場合、送信元 IP 値には TCP 接続の IP アドレスが 1 つだけ含まれます。リクエストに
x-forwarded-for ヘッダーが含まれている場合、ソース IP は、TCP 接続からの IP アドレスと x-
forwarded-for ヘッダーからの IP アドレスのリストです。

sub

認証されたユーザーの UUID。
user

IAM ユーザー。
userArn

IAM ユーザーの Amazon リソースネーム (ARN)。
username

認証されたユーザーのユーザー名です。AMAZON_COGNITO_USER_POOLS 認証の場合、username の
値は cognito:username の属性の値です。AWS_IAM 認証の場合、username の値は AWS ユーザープリ
ンシパルの値です。Amazon Cognito アイデンティティプールから発行された認証情報による IAM 認
証情報による IAM 認証情報による IAM 認証情報による IAM 認証情報による IAM 認証情報による IAM 
認証情報による IAM 認証情報によるcognitoIdentityId IAM 認証

リクエストのヘッダーにアクセスする
AWS AppSync は、クライアントからカスタムヘッダーを渡して、GraphQLctx.request.headers リ
ゾルバーでそれらにアクセスすることをサポートしています。その後、ヘッダー値を、データソースへの
データの挿入や認証チェックなどのアクションに使用できます。次の例に示すように、コマンドラインか
ら API キーを使用して$curl 1 つまたは複数のリクエストヘッダーを使用できます。
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単一ヘッダーの例

次のように、custom のヘッダーに nadia の値を設定しているとします。

curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "custom:nadia" -H "x-api-key:<API-KEY-
VALUE>" -d '{"query":"mutation { createEvent(name: \"demo\", when: \"Next Friday!\", where: 
 \"Here!\") {id name when where description}}"}' https://<ENDPOINT>/graphql

この値には ctx.request.headers.custom を使用してアクセスできます。たとえば、DynamoDB に対
するコードは次のようになります。

"custom": util.dynamodb.toDynamoDB(ctx.request.headers.custom)

複数ヘッダーの例

1 回のリクエストで複数のヘッダーを渡し、リゾルバーハンドラーでそれらにアクセスすることもできま
す。たとえば、customヘッダーに 2 つの値が設定されているとします。

curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "custom:bailey" -H "custom:nadia" 
 -H "x-api-key:<API-KEY-VALUE>" -d '{"query":"mutation { createEvent(name: \"demo\", 
 when: \"Next Friday!\", where: \"Here!\") {id name when where description}}"}' https://
<ENDPOINT>/graphql

それらのヘッダーに配列としてアクセスできます (例: ctx.request.headers.custom[1])。
Note

AWS AppSyncクッキーヘッダーは公開されませんctx.request.headers。

リクエストのカスタムドメイン名にアクセスする
AWS AppSyncは、GraphQL と API のリアルタイムエンドポイントへのアクセスに使用できるカスタムド
メインの設定をサポートします。カスタムドメイン名によるリクエストを行う場合、を使用してドメイン
名を取得できますctx.request.domainName。

デフォルトの GraphQL エンドポイントドメイン名を使用する場合、値はですnull。

Info
info セクションには、GraphQL リクエストに関する情報が含まれています。このセクションには、次の
形式が使用されます。

type Info = { 
  fieldName: string; 
  parentTypeName: string; 
  variables: any; 
  selectionSetList: string[]; 
  selectionSetGraphQL: string;
};

各フィールドは次のように定義されています。

fieldName

現在解決中のフィールドの名前。
parentTypeName

現在解決中のフィールドの親タイプの名前。
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variables

GraphQLリクエストに渡されるすべての変数を保持するマップ。
selectionSetList

GraphQL 選択セット内のフィールドのリスト表現。エイリアスの付いたフィールドは、エイリアス名
でのみ参照され、フィールド名では参照されません。次の例で詳細を示します。

selectionSetGraphQL

選択セットの文字列表現。GraphQL スキーマ定義言語 (SDL) としてフォーマットされます。フラグメ
ントは選択セットにマージされませんが、次の例に示すように、インラインフラグメントは保持され
ています。

Note

JSON.stringifyselectionSetGraphQLselectionSetList文字列のシリアル化にはおよび
は含まれません。これらのプロパティは直接参照する必要があります。

たとえば、次のクエリの getPost フィールドを解決する場合:

query { 
  getPost(id: $postId) { 
    postId 
    title 
    secondTitle: title 
    content 
    author(id: $authorId) { 
      authorId 
      name 
    } 
    secondAuthor(id: "789") { 
      authorId 
    } 
    ... on Post { 
      inlineFrag: comments: { 
        id 
      } 
    } 
    ... postFrag 
  }
}

fragment postFrag on Post { 
  postFrag: comments: { 
    id 
  }
}

その場合、ctx.infoハンドラーの処理時に使用できる変数全体は次のようになります。

{ 
  "fieldName": "getPost", 
  "parentTypeName": "Query", 
  "variables": { 
    "postId": "123", 
    "authorId": "456" 
  }, 
  "selectionSetList": [ 
    "postId", 
    "title", 
    "secondTitle" 
    "content", 
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    "author", 
    "author/authorId", 
    "author/name", 
    "secondAuthor", 
    "secondAuthor/authorId", 
    "inlineFragComments", 
    "inlineFragComments/id", 
    "postFragComments", 
    "postFragComments/id" 
  ], 
  "selectionSetGraphQL": "{\n  getPost(id: $postId) {\n    postId\n    title\n    
 secondTitle: title\n    content\n    author(id: $authorId) {\n      authorId\n      name
\n    }\n    secondAuthor(id: \"789\") {\n      authorId\n    }\n    ... on Post {\n      
 inlineFrag: comments {\n        id\n      }\n    }\n    ... postFrag\n  }\n}"
}

selectionSetList現在のタイプに属するフィールドのみを公開します。現在のタイプがインタフェー
スまたは共用体の場合、そのインタフェースに属する選択されたフィールドのみが公開されます。例とし
て、次のスキーマがあるとします。

type Query { 
    node(id: ID!): Node
}

interface Node { 
    id: ID
}

type Post implements Node { 
    id: ID 
    title: String 
    author: String
}

type Blog implements Node { 
    id: ID 
    title: String 
    category: String
}

そして、次のクエリです。

query { 
    node(id: "post1") { 
        id 
        ... on Post { 
            title 
        } 

        ... on Blog { 
            title 
        } 
    }
}

ctx.info.selectionSetListQuery.nodeフィールド解像度で呼び出すと、id次のものだけが公開さ
れます。

"selectionSetList": [ 
    "id"
]
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JavaScript リゾルバーと関数のランタイム機能
APPSYNC_JSランタイム環境は ECMAScript (ES) バージョン 6.0 と同様の機能を提供します。サポートさ
れる機能も提供しています。また、ES 仕様に含まれないメソッド (ユーティリティ) も提供しています。
次のトピックでは、サポートされるすべての言語機能の一覧を示します。

Note

現在、このリファレンスはランタイムバージョン 1.0.0 にのみ適用されます。

トピック
• 主要機能 (p. 375)
• プリミティブオブジェクト (p. 377)
• 組み込みオブジェクトと関数 (p. 378)
• Globals (p. 379)
• エラーのタイプ (p. 380)
• 組み込みユーティリティ (p. 380)
• ランタイムユーティリティ (p. 382)
• util.time の日時ヘルパー (p. 382)
• util.dynamodb の DynamoDB ヘルパー (p. 383)
• util.http の HTTP ヘルパー (p. 388)
• util.transform の変換ヘルパー (p. 388)
• util.str 内の文字列ヘルパー (p. 389)
• 拡張 (p. 390)
• util.xml の XML ヘルパー (p. 390)

主要機能
次の主要機能がサポートされています。

Types]

以下のタイプがサポートされています。

• 数字
• 文字列
• ブーリアン
• objects
• 配列
• 関数

オペレーター

次のような演算子がサポートされています。

• 標準の数学演算子 (+/,%,*,, など)-
• ヌリッシュ合体演算子 (??)
• オプションのチェーニング (?.)
• ビット単位で演算子
• voidtypeofとオペレーター
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以下の演算子はサポートされていません。

• 単項演算子 (++--、および~)

ステートメント

以下のステートメントがサポートされています。

• const
• let
• var
• break
• else
• for-in
• for-of
• if
• return
• switch
• スプレッド構文

次はサポートされていません。

• catch
• continue
• do-while
• finally
• for(initialization; condition; afterthought)

Note

for-infor-of例外はと式で、これらはサポートされています。
• throw
• try
• while
• ラベル付きステートメント

リテラル

次の ES 6 テンプレートリテラルがサポートされています。

• 複数行の文字列
• エクスプレッション補間
• ネストテンプレート

関数

以下の関数構文がサポートされています。

• 関数宣言はサポートされています。
• ES 6 の矢印機能がサポートされています。
• ES 6 のレストパラメータ構文がサポートされています。
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ストリクトモード

関数は Strict モードで動作するため、関数コードに use_strict ステートメントを追加する必要はありま
せん。これは変更できません。

プリミティブオブジェクト
以下の ES プリミティブオブジェクトとその関数がサポートされています。

オブジェクト

以下のオブジェクトがサポートされています。

• Object.assign()
• Object.entries()
• Object.hasOwn()
• Object.keys()
• Object.values()
• delete

[String] (文字列)

以下の文字列がサポートされています。

• String.prototype.length()
• String.prototype.charAt()
• String.prototype.concat()
• String.prototype.endsWith()
• String.prototype.indexOf()
• String.prototype.lastIndexOf()
• String.raw()
• String.prototype.replace()

Note

正規表現はサポートされていません。
• String.prototype.replaceAll()

Note

正規表現はサポートされていません。
• String.prototype.slice()
• String.prototype.split()
• String.prototype.startsWith()
• String.prototype.toLowerCase()
• String.prototype.toUpperCase()
• String.prototype.trim()
• String.prototype.trimEnd()
• String.prototype.trimStart()

数値
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以下の番号がサポートされています。

• Number.isFinite
• Number.isNaN

組み込みオブジェクトと関数
以下の関数とオブジェクトがサポートされています。

数学

次の数学関数がサポートされています。

• Math.random()
• Math.min()
• Math.max()
• Math.round()
• Math.floor()
• Math.ceil()

配列

以下の配列メソッドがサポートされています。

• Array.prototype.length
• Array.prototype.concat()
• Array.prototype.fill()
• Array.prototype.flat()
• Array.prototype.indexOf()
• Array.prototype.join()
• Array.prototype.lastIndexOf()
• Array.prototype.pop()
• Array.prototype.push()
• Array.prototype.reverse()
• Array.prototype.shift()
• Array.prototype.slice()
• Array.prototype.sort()

Note

Array.prototype.sort()引数をサポートしていません。
• Array.prototype.splice()
• Array.prototype.unshift()
• Array.prototype.forEach()
• Array.prototype.map()
• Array.prototype.flatMap()
• Array.prototype.filter()
• Array.prototype.reduce()
• Array.prototype.reduceRight()
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• Array.prototype.find()
• Array.prototype.some()
• Array.prototype.every()
• Array.prototype.findIndex()
• Array.prototype.findLast()
• Array.prototype.findLastIndex()
• delete

コンソール

コンソールオブジェクトはデバッグに使用できます。ライブクエリの実行中に、コンソールのログ/エラー
ステートメントが Amazon CloudWatch Logs に送信されます (ロギングが有効になっている場合)。による
コード評価中evaluateCode、ログステートメントがコマンドレスポンスで返されます。

• console.error()
• console.log()

JSON

次の JSON メソッドがサポートされています。

• JSON.parse()
• JSON.stringify()

関数

• 、applybind、callおよびメソッドはサポートされていません。
• 関数コンストラクタはサポートされていません。
• 関数を引数として渡すことはサポートされていません。
• 再帰的な関数呼び出しはサポートされていません。

promise

非同期プロセスはサポートされておらず、プロミスはサポートされていません。

Note

APPSYNC_JSのランタイムでは、ネットワークとファイルシステムへのアクセスはサポートされ
ていませんAWS AppSync。 AWS AppSyncAWS AppSyncAWS AppSyncリゾルバーまたは関数か
らの要求に基づいてすべての入出力操作を処理します。

Globals
以下のグローバル定数がサポートされています。

• NaN
• Infinity
• undefined
• util
• extensions
• runtime (p. 382)
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エラーのタイプ
throwでのエラー投げはサポートされていません。util.error()関数を使用してエラーを返すことがで
きます。util.appendError関数を使用して、GraphQL レスポンスにエラーを含めることができます。

詳細については、「エラーユーティリティ」を参照してください。

組み込みユーティリティ
util変数には、データの操作に役立つ一般的なユーティリティメソッドが含まれています。特に指定され
ていない限り、すべてのユーティリティでは UTF-8 文字セットが使用されます。

エンコードユーティリティ
エンコーディングユーティリティリスト

util.urlEncode(String)

入力文字列を application/x-www-form-urlencoded でエンコードされた文字列として返しま
す。

util.urlDecode(String)

application/x-www-form-urlencoded でエンコードされた文字列をデコードして、エンコード
されていない形式に戻します。

util.base64Encode(string) : string

入力を base64 でエンコードされた文字列にエンコードします。
util.base64Decode(string) : string

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。

ID 生成ユーティリティ
ID 生成ユーティリティリスト

util.autoId()

ランダムに生成された 128 ビットの UUID を返します。
util.autoUlid()

ランダムに生成された 128 ビットのULID (ユニバーサルユニーク、辞書的にソート可能な識別子) を
返します。

util.autoKsuid()

長さ27の文字列としてエンコードされた、ランダムに生成された128ビットのKSUID（Kソート可能な
ユニーク識別子）base62を返します。

エラーユーティリティ
エラーユーティリティリスト

util.error(String, String?, Object?, Object?)

カスタムエラーをスローします。これは、リクエストまたはレスポンスのマッピングテンプレートで
リクエストまたは呼び出し結果を持つエラーが検出される場合に、そのテンプレートで使用できま
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す。さらに、errorTypeフィールド、dataフィールド、errorInfoおよびフィールドを指定でき
ます。data の値は、GraphQL のレスポンスの error 内の該当する errors ブロックに追加されま
す。

Note

dataクエリ選択セットに基づいてフィルタリングされます。errorInfo の値は、GraphQL 
のレスポンスの error 内の該当する errors ブロックに追加されます。
errorInfoクエリ選択セットに基づいてフィルタリングされません。

util.appendError(String, String?, Object?, Object?)

カスタムエラーを追加します。これは、リクエストまたはレスポンスのマッピングテンプレートで
リクエストまたは呼び出し結果を持つエラーが検出される場合に、そのテンプレートで使用できま
す。さらに、errorTypeフィールド、dataフィールド、errorInfoおよびフィールドを指定できま
す。util.error(String, String?, Object?, Object?) とは異なり、テンプレートの評価は
中断されないため、データを呼び出し元に返すことができます。data の値は、GraphQL のレスポン
スの error 内の該当する errors ブロックに追加されます。

Note

dataクエリ選択セットに基づいてフィルタリングされます。errorInfo の値は、GraphQL 
のレスポンスの error 内の該当する errors ブロックに追加されます。
errorInfoクエリ選択セットに基づいてフィルタリングされません。

タイプおよびパターンマッチングユーティリティ
タイプとパターンマッチングのユーティリティリスト

util.matches(String, String) : Boolean

最初の引数で指定されたパターンが、2 番目の引数で指定されたデータと一致する場合は true を返し
ます。パターンは正規表現である必要があります (例: util.matches("a*b", "aaaaab"))。この
機能は Java の Pattern に基づいています。詳細については、Pattern を参照してください。

util.authType()

リクエストで使用されているマルチ認証タイプを表す文字列型 (String) の値を返します。「IAM 認
証」、「ユーザープールの認証」、「オープン ID Connect 認証」、または「API キー認証」のいずれ
かを返します。

戻り値動作ユーティリティ
戻り値動作ユーティリティリスト

util.escapeJavaScript(String)

JavaScript 入力文字列をエスケープされた文字列として返します。

リゾルバー認証ユーティリティ
リゾルバー認証ユーティリティリスト

util.unauthorized()

解決されるフィールドに対して Unauthorized をスローします。これをリクエストまたはレスポン
スのマッピングテンプレートで使用して、発信者にフィールドの解決を許可するかどうかを決定しま
す。
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ランタイムユーティリティ
runtimeこのライブラリには、リゾルバーと関数の実行時プロパティを制御または変更するユーティリ
ティが用意されています。

ランタイムユーティリティリスト

runtime.earlyReturn(obj?: unknown): never

この関数を呼び出すと、現在のコンテキストに応じて、AWS AppSync現在の関数またはリゾルバー 
(ユニットまたはパイプラインリゾルバー) の実行が停止します。指定されたオブジェクトが結果とし
て返されます。
• AWS AppSync関数リクエストハンドラーで呼び出されると、データソースとレスポンスハンドラー

はスキップされ、次の関数リクエストハンドラー (AWS AppSyncこれが最後の関数の場合はパイプ
ラインリゾルバーのレスポンスハンドラー) が呼び出されます。

• AWS AppSyncパイプラインリゾルバーリクエストハンドラーで呼び出されると、パイプラインの実
行はスキップされ、パイプラインリゾルバー応答ハンドラーはすぐに呼び出されます。

例

import { runtime } from '@aws-appsync/utils'

export function request(ctx) { 
  runtime.earlyReturn({ hello: 'world' }) 
  // code below is not executed 
  return ctx.args
}

// never called because request returned early
export function response(ctx) { 
  return ctx.result
}

util.time の日時ヘルパー
util.time 変数には、タイムスタンプの生成、日時形式間の変換、および日時文字列の解析に役立つ日
時メソッドが含まれています。日時フォーマットの構文は、DateTimeFormatterこれに基づいており、詳
細なドキュメントで参照できます。以下にいくつかの例と、利用可能な方法と説明のリストを示します。

タイムユーティリティ
タイムユーティリティリスト

util.time.nowISO8601()

ISO 8601 形式の UTC の文字列型表現を返します。
util.time.nowEpochSeconds()

エポック (1970-01-01T00:00:00Z) から現在までの秒数を返します。
util.time.nowEpochMilliSeconds()

エポック (1970-01-01T00:00:00Z) から現在までのミリ秒数を返します。
util.time.nowFormatted(String)

文字列型の入力引数で指定された形式を使用して、UTC での現在のタイムスタンプを返します。
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util.time.nowFormatted(String, String)

文字列型の入力引数で指定された形式とタイムゾーンを使用して、そのタイムゾーンでの現在のタイ
ムスタンプを返します。

util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds(String, String)

String として渡されたタイムスタンプをフォーマットとともに解析し、そのタイムスタンプをエポッ
クからのミリ秒単位で返します。

util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds(String, String, String)

String として渡されたタイムスタンプをフォーマットとタイムゾーンとともに解析し、そのタイムス
タンプをエポックからのミリ秒単位で返します。

util.time.parseISO8601ToEpochMilliSeconds(String)

String として渡された ISO8601 タイムスタンプを解析し、そのタイムスタンプをエポックからのミリ
秒単位で返します。

util.time.epochMilliSecondsToSeconds(long)

エポックからのミリ秒単位のタイムスタンプを、エポックからの秒単位のタイムスタンプに変換しま
す。

util.time.epochMilliSecondsToISO8601(long)

エポックミリ秒のタイムスタンプを ISO8601 タイムスタンプに変換します。
util.time.epochMilliSecondsToFormatted(long, String)

long で渡されたエポックミリ秒のタイムスタンプを、指定された UTC 形式に従ってフォーマットさ
れたタイムスタンプに変換します。

util.time.epochMilliSecondsToFormatted(long, String, String)

long として渡されたエポックミリ秒のタイムスタンプを、指定されたタイムゾーンで指定された形式
に従ってフォーマットされたタイムスタンプに変換します。

util.dynamodb の DynamoDB ヘルパー
util.dynamodb には、Amazon DynamoDBに対するデータの読み書きを容易にするヘルパーメソッド 
(自動型マッピングやフォーマットなど) が含まれています。

DynamoDB へ
DynamoDB ユーティリティリストへ

util.dynamodb.toDynamoDB(Object)

入力されたオブジェクトを適切な DynamoDB 表現形式に変換する DynamoDB 用の一般的なオブジェ
クト変換ツールです。このツールは、一部の型の表現方法に関して融通が利きません。たとえば、
セット型 ("SS"、"NS"、"BS") ではなくリスト型 ("L") が使用されます。これは、DynamoDB 属性値を
記述するオブジェクトを返します。

文字列の例

Input:      util.dynamodb.toDynamoDB("foo")
Output:     { "S" : "foo" }

番号の例
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Input:      util.dynamodb.toDynamoDB(12345)
Output:     { "N" : 12345 }

ブーリアンの例

Input:      util.dynamodb.toDynamoDB(true)
Output:     { "BOOL" : true }

リストの例

Input:      util.dynamodb.toDynamoDB([ "foo", 123, { "bar" : "baz" } ])
Output:     { 
               "L" : [ 
                   { "S" : "foo" }, 
                   { "N" : 123 }, 
                   { 
                       "M" : { 
                           "bar" : { "S" : "baz" } 
                       } 
                   } 
               ] 
           }

マップの例

Input:      util.dynamodb.toDynamoDB({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep": [ "boop"] })
Output:     { 
               "M" : { 
                   "foo"  : { "S" : "bar" }, 
                   "baz"  : { "N" : 1234 }, 
                   "beep" : { 
                       "L" : [ 
                           { "S" : "boop" } 
                       ] 
                   } 
               } 
           }

toString ユーティリティ
toString ユーティリティリスト

util.dynamodb.toString(String)

入力文字列を DynamoDB の文字列形式に変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブ
ジェクトを返します。

Input:      util.dynamodb.toString("foo")
Output:     { "S" : "foo" }

util.dynamodb.toStringSet(List<String>)

文字列型のリスト型を DynamoDB の文字列セット形式に変換します。これは、DynamoDB 属性値を
記述するオブジェクトを返します。

Input:      util.dynamodb.toStringSet([ "foo", "bar", "baz" ])
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Output:     { "SS" : [ "foo", "bar", "baz" ] }

ToNumber ユーティリティ
ToNumber ユーティリティリスト

util.dynamodb.toNumber(Number)

数値を DynamoDB の数値形式に変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを
返します。

Input:      util.dynamodb.toNumber(12345)
Output:     { "N" : 12345 }

util.dynamodb.toNumberSet(List<Number>)

数値のリストを DynamoDB の数値セット形式に変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述する
オブジェクトを返します。

Input:      util.dynamodb.toNumberSet([ 1, 23, 4.56 ])
Output:     { "NS" : [ 1, 23, 4.56 ] }

バイナリユーティリティへ
トップバイナリユーティリティリスト

util.dynamodb.toBinary(String)

base64 文字列としてエンコードされたバイナリデータを DynamoDB のバイナリ形式に変換します。
これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。

Input:      util.dynamodb.toBinary("foo")
Output:     { "B" : "foo" }

util.dynamodb.toBinarySet(List<String>)

base64 文字列としてエンコードされたバイナリデータのリストを DynamoDB のバイナリセット形式
に変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。

Input:      util.dynamodb.toBinarySet([ "foo", "bar", "baz" ])
Output:     { "BS" : [ "foo", "bar", "baz" ] }

ブール演算ユーティリティ
トップブーリアンユーティリティリスト

util.dynamodb.toBoolean(Boolean)

ブール値を DynamoDB の該当するブール形式に変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述する
オブジェクトを返します。

Input:      util.dynamodb.toBoolean(true)
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Output:     { "BOOL" : true }

NULL ユーティリティなし
ユーティリティリストに NULL なし

util.dynamodb.toNull()

null を DynamoDB の null 形式で返します。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返
します。

Input:      util.dynamodb.toNull()
Output:     { "NULL" : null }

トップリストユーティリティ
トップリストユーティリティリスト

util.dynamodb.toList(List)

オブジェクトのリストを DynamoDB のリスト形式に変換します。リスト内の各項目も、該当する 
DynamoDB 形式に変換されます。このツールは、一部のネステッドオブジェクトの表現方法に関し
て融通が利きません。たとえば、セット型 ("SS"、"NS"、"BS") ではなくリスト型 ("L") が使用されま
す。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。

Input:      util.dynamodb.toList([ "foo", 123, { "bar" : "baz" } ])
Output:     { 
               "L" : [ 
                   { "S" : "foo" }, 
                   { "N" : 123 }, 
                   { 
                       "M" : { 
                           "bar" : { "S" : "baz" } 
                       } 
                   } 
               ] 
           }

toMap ユーティリティ
toMap ユーティリティリスト

util.dynamodb.toMap(Map)

マップを DynamoDB のマップ形式に変換します。マップ内の各値も、該当する DynamoDB 形式
に変換されます。このツールは、一部のネステッドオブジェクトの表現方法に関して融通が利き
ません。たとえば、セット型 ("SS"、"NS"、"BS") ではなくリスト型 ("L") が使用されます。これ
は、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。

Input:      util.dynamodb.toMap({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep": [ "boop"] })
Output:     { 
               "M" : { 
                   "foo"  : { "S" : "bar" }, 
                   "baz"  : { "N" : 1234 }, 
                   "beep" : { 

386



AWS AppSync デベロッパーガイド
util.dynamodb の DynamoDB ヘルパー

                       "L" : [ 
                           { "S" : "boop" } 
                       ] 
                   } 
               } 
           }

util.dynamodb.toMapValues(Map)

マップ内の各値を該当する DynamoDB 形式に変換して、マップのコピーを作成します。このツー
ルは、一部のネステッドオブジェクトの表現方法に関して融通が利きません。たとえば、セット型 
("SS"、"NS"、"BS") ではなくリスト型 ("L") が使用されます。

Input:      util.dynamodb.toMapValues({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep": 
 [ "boop"] })
Output:     { 
               "foo"  : { "S" : "bar" }, 
               "baz"  : { "N" : 1234 }, 
               "beep" : { 
                   "L" : [ 
                       { "S" : "boop" } 
                   ] 
               } 
           }

Note

これは、DynamoDB 属性値のコンテンツのみを返し、属性値全体を返さないという点とは少
し異なります。util.dynamodb.toMap(Map)たとえば、次の 2 つのステートメントはまっ
たく同じです。

util.dynamodb.toMapValues(<map>)
util.dynamodb.toMap(<map>)("M")

S3 オブジェクトユーティリティ
S3 オブジェクトユーティリティリスト

util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String region)

キー、バケット、およびリージョンを DynamoDB の S3 オブジェクト表現に変換します。これ
は、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。

Input:      util.dynamodb.toS3Object("foo", "bar", region = "baz")
Output:     { "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo", \"bucket\" : \"bar", \"region\" : 
 \"baz" } }" }

util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String region, String 
version)

キー、バケット、リージョン、およびバージョン (省略可) を DynamoDB の S3 オブジェクト表現に
変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。

Input:      util.dynamodb.toS3Object("foo", "bar", "baz", "beep")
Output:     { "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo\", \"bucket\" : \"bar\", \"region\" : 
 \"baz\", \"version\" = \"beep\" } }" }
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util.dynamodb.fromS3ObjectJson(String)

DynamoDB の S3 オブジェクトの文字列値を受け入れて、キー、バケット、リージョン、およびバー
ジョン (省略可) が含まれているマップを返します。

Input:      util.dynamodb.fromS3ObjectJson({ "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo\", 
 \"bucket\" : \"bar\", \"region\" : \"baz\", \"version\" = \"beep\" } }" })
Output:     { "key" : "foo", "bucket" : "bar", "region" : "baz", "version" : "beep" }

util.http の HTTP ヘルパー
util.httpこのユーティリティには、HTTP リクエストパラメータの管理やレスポンスヘッダーの追加に
使用できるヘルパーメソッドが用意されています。

util.http ユーティリティリスト

util.http.copyHeaders(headers)

制限された HTTP ヘッダーセットなしでマップからヘッダーをコピーします。これを使用して、リク
エストヘッダーをダウンストリーム HTTP エンドポイントに転送できます。

util.http.addResponseHeader(String, Object)

レスポンスの name (String) と value (Object) を含む単一のカスタムヘッダーを追加します。以下
の制限が適用されます。
• ヘッダー名は、AWSAWS AppSync既存のヘッダーまたは制限付きヘッダーのいずれとも一致でき

ません。
• ヘッダー名の先頭に、x-amzn-またはなどの制限付きプレフィックスを使用することはできませ

んx-amz-。
• カスタムレスポンスヘッダーのサイズは 4 KB を超えることはできません。これにはヘッダー名と

値が含まれます。
• 各レスポンスヘッダーは、GraphQL 操作ごとに 1 回定義する必要があります。ただし、同じ名前

のカスタムヘッダーを複数回定義すると、最新の定義がレスポンスに表示されます。名前に関係な
く、すべてのヘッダーがヘッダーサイズ制限にカウントされます。

util.http.addResponseHeaders(Map)

指定した names (String) と values (Object) のマップからのレスポンスに複数のレスポンスヘッ
ダーを追加します。addResponseHeader(String, Object)このメソッドにリストされているの
と同じ制限がこのメソッドにも適用されます。

util.transform の変換ヘルパー
util.transform には、Amazon DynamoDB フィルター処理などの、データソースに対する複雑なオペ
レーションの実行を容易にするヘルパーメソッドが含まれています。

変換ヘルパーユーティリティリスト

util.transform.toDynamoDBFilterExpression(Map)

入力文字列を DynamoDB で使用するためのフィルター式に変換します。

Input:

util.transform.toDynamoDBFilterExpression({ 
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    "title":{ 
      "contains":"Hello World" 
    } 
  })

Output:

{ 
    "expression" : "contains(#title, :title_contains)" 
    "expressionNames" : { 
        "#title" : "title", 
    }, 
    "expressionValues" : { 
        ":title_contains" : { "S" : "Hello World" } 
    },
}

util.transform.toElasticsearchQueryDSL(Map)

指定された入力を同等の OpenSearch クエリ DSL 式に変換し、JSON 文字列として返します。
util.transform.toSubscriptionFilter(Map)

MapSubscriptionFilter入力オブジェクトをエクスプレッションオブジェクトに変換しま
す。util.transform.toSubscriptionFilterextensions.setSubscriptionFilter()この
メソッドは拡張機能への入力として使用されます。詳細については、「エクステンション」を参照し
てください。

util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List)

MapSubscriptionFilter入力オブジェクトをエクスプレッションオブジェクトに変換しま
す。util.transform.toSubscriptionFilterextensions.setSubscriptionFilter()この
メソッドは拡張機能への入力として使用されます。詳細については、「エクステンション」を参照し
てください。

最初の引数は、MapSubscriptionFilterエクスプレッションオブジェクトに変換された入力オブ
ジェクトです。2List 番目の引数は、1MapSubscriptionFilter つ目の入力オブジェクトではエ
クスプレッションオブジェクトを作成する際に無視されるフィールド名の a です。

util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List, Map)

MapSubscriptionFilter入力オブジェクトをエクスプレッションオブジェクトに変換しま
す。util.transform.toSubscriptionFilterextensions.setSubscriptionFilter()この
メソッドは拡張機能への入力として使用されます。詳細については、「エクステンション」を参照し
てください。

util.transform.toDynamoDBConditionExpression(conditionObject)

DynamoDB 条件式を作成します。

util.str 内の文字列ヘルパー
util.str には一般的な文字列操作を支援するメソッドが含まれています。

util.str ユーティリティリスト

util.str.normalize(String, String)

NFC、NFD、NFKC、または NFKD の 4 つのユニコード正規化形式のいずれかを使用して文字列を正
規化します。最初の引数は正規化する文字列です。2 番目の引数は、正規化プロセスに使用する正規
化タイプを指定する「nfc」、「nfd」、「nfkc」、または「nfkd」のいずれかです。
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拡張
extensionsには、リゾルバー内で追加のアクションを実行するための一連のメソッドが含まれていま
す。

変換ヘルパーユーティリティリスト

extensions.evictFromApiCache(String, String, Object)

AWS AppSync サーバー側のキャッシュからアイテムを削除します。最初の引数は型名です。2番目の
引数はフィールド名です。3 番目の引数は、キャッシュキー値を指定するキーと値のペア項目を含む
オブジェクトです。オブジェクト内の項目は、キャッシュされたリゾルバーのキャッシュキーと同じ
順序で配置する必要がありますcachingKey。

extensions.setSubscriptionFilter(filterJsonObject)

拡張サブスクリプションフィルターを定義します。各サブスクリプション通知イベントは、提供され
たサブスクリプションフィルターと照合して評価され、すべてのフィルターが評価された場合にクラ
イアントに通知が配信されますtrue。議論はfilterJsonObject.

extensions.setSubscriptionInvalidationFilter(filterJsonObject)

サブスクリプション無効化フィルターを定義します。サブスクリプションフィルターは無効化ペイ
ロードに対して評価され、trueフィルターが評価された場合は特定のサブスクリプションを無効にし
ます。議論はfilterJsonObject.

util.xml の XML ヘルパー
util.xmlXML 文字列変換に役立つメソッドが含まれています。

util.xml ユーティリティリスト

util.xml.toMap(String) : Object

XML 文字列を辞書に変換します。

例 1:

Input:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<posts>
<post> 
    <id>1</id> 
    <title>Getting started with GraphQL</title>
</post>
</posts>

Output (object):

{ 
    "posts":{ 
      "post":{ 
        "id":1, 
        "title":"Getting started with GraphQL" 
      } 
    }
}
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例 2:

Input:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<posts>
<post> 
  <id>1</id> 
  <title>Getting started with GraphQL</title>
</post>
<post> 
  <id>2</id> 
  <title>Getting started with AWS AppSync</title>
</post>
</posts>

Output (JavaScript object):

{ 
    "posts":{ 
    "post":[ 
        { 
            "id":1, 
            "title":"Getting started with GraphQL" 
        }, 
        { 
            "id":2, 
            "title":"Getting started with AWS AppSync" 
        } 
    ] 
    }
}

util.xml.toJsonString(String, Boolean?) : String

XML 文字列を JSON 文字列に変換します。これはと似ていますがtoMap、出力が文字列である点が異
なります。これは、XML レスポンスを HTTP オブジェクトから JSON に直接変換し、返す場合に便
利です。オプションの boolean パラメータを設定して、JSON を文字列エンコードするかどうかを決
定できます。

JavaScript DynamoDB のリゾルバー関数リファレ
ンス

AWS AppSync DynamoDB 関数を使用すると、GraphQL を使用してアカウントの既存の Amazon 
DynamoDB テーブルにデータを保存したり、既存のテーブルからデータを取得したりできます。この
リゾルバーにより、受信した GraphQL リクエストを DynamoDB の呼び出しにマッピングし、その後 
DynamoDB のレスポンスを GraphQL にマッピングすることができます。このセクションでは、サポート
される DynamoDB の処理の要求とリクエストハンドラーについて説明します。

GetItem
GetItemリクエストを使用すると、AWS AppSync DynamoDB へのGetItemリクエストで、以下のよう
に指定できます。

• DynamoDB の項目のキー
• 整合性のある読み込みを使用するかどうか
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GetItemリクエストは次の構造を持ちます。

type DynamoDBGetItem = { 
  operation: 'GetItem'; 
  key: { [key: string]: any }; 
  consistentRead?: ConsistentRead; 
  projection?: { 
    expression: string; 
    expressionNames?: { [key: string]: string }; 
  };
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

GetItem フィールド
GetItem フィールドリスト

operation

実行する DynamoDB の処理。GetItem DynamoDB の処理を実行するには、これを GetItem に設定
する必要があります。この値は必須です。

key

DynamoDB の項目のキー。DynamoDB の項目には、単一のハッシュキー、またはハッシュキーと
ソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって変わります。「入力値」を指定する方
法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピング)」を参照してください。この値は必
須です。

consistentRead

DynamoDB で強力な整合性のある読み込みを実行するかどうかを示します。これはオプションであ
り、デフォルトは false です。

projection

DynamoDB オペレーションから返される属性を指定するために使用されるプロジェクション。投影の
詳細については、「投影」を参照してください。このフィールドはオプションです。

DynamoDB から返された項目が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換され、
コンテキスト結果 (context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング)」を参照してください。

JavaScript リゾルバーの詳細については、「JavaScript リゾルバーの概要」を参照してください。

例
次の例は、GraphQL クエリの関数リクエストハンドラですgetThing(foo: String!, bar: 
String!)。

export function request(ctx) { 
  const {foo, bar} = ctx.args 
  return { 
    operation : "GetItem", 
    key : util.dynamodb.toMapValues({foo, bar}), 
    consistentRead : true 
  }
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}

DynamoDB GetItem API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。

PutItem
PutItemリクエストマッピングドキュメントを使用すると、AWS AppSync DynamoDB へのPutItemリ
クエストで、以下のように指定できます。

• DynamoDB の項目のキー
• 項目の完全なコンテンツ (key および attributeValues で構成されます)
• 処理が成功する条件

PutItemリクエストは次の構造を持ちます。

type DynamoDBPutItemRequest = { 
  operation: 'PutItem'; 
  key: { [key: string]: any }; 
  attributeValues: { [key: string]: any}; 
  condition?: ConditionCheckExpression; 
  customPartitionKey?: string; 
  populateIndexFields?: boolean; 
  _version?: number;
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

PutItem 畑
PutItem フィールドリスト

operation

実行する DynamoDB の処理。PutItem DynamoDB の処理を実行するには、これを PutItem に設定
する必要があります。この値は必須です。

key

DynamoDB の項目のキー。DynamoDB の項目には、単一のハッシュキー、またはハッシュキーと
ソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって変わります。「入力値」を指定する方
法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピング)」を参照してください。この値は必
須です。

attributeValues

DynamoDB に渡す項目の残りの属性です。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシ
ステム (リクエストマッピング)」を参照してください。このフィールドはオプションです。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうかを判断す
る条件です。条件が指定されていない場合、PutItem リクエストはその項目の既存のエントリを上書
きします。条件式、「条件式」を参照してください。この値はオプションです。

_version

項目の既知の最新バージョンを表す数値。この値はオプションです。このフィールドは競合の検出に
使用され、バージョン管理されたデータソースでのみサポートされます。

393

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/APIReference/API_GetItem.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/js-resolver-reference-dynamodb.html#js-aws-appsync-resolver-reference-dynamodb-typed-values-request
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/js-resolver-reference-dynamodb.html#js-aws-appsync-resolver-reference-dynamodb-typed-values-request
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/js-resolver-reference-dynamodb.html#js-aws-appsync-resolver-reference-dynamodb-typed-values-request
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/js-resolver-reference-dynamodb.html#js-aws-appsync-resolver-reference-dynamodb-condition-expressions


AWS AppSync デベロッパーガイド
PutItem

customPartitionKey

有効にすると、この文字列値によって、ds_skds_pkバージョン管理が有効になっている
ときにデルタ同期テーブルが使用するおよびレコードの形式が変更されます (詳細について
は、『AWS AppSync 開発者ガイド』の「競合検出と同期」を参照してください)。有効にする
と、populateIndexFieldsエントリの処理も有効になります。このフィールドはオプションです。

populateIndexFields

ブーリアン値。この値をと一緒に有効にするとcustomPartitionKey、デルタ同期テーブルの各レ
コード、gsi_ds_pkgsi_ds_sk具体的にはおよび列に新しいエントリが作成されます。詳細につい
ては、AWS AppSync 開発者ガイドの「コンフリクト検出と同期」を参照してください。このフィー
ルドはオプションです。

DynamoDB に書き込まれた項目が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換
され、コンテキスト結果 (context.result) で参照できます。

DynamoDB に書き込まれた項目が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換さ
れ、コンテキスト結果 (context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング)」を参照してください。

JavaScript リゾルバーの詳細については、「JavaScript リゾルバーの概要」を参照してください。

例 1

次の例は、GraphQLupdateThing(foo: String!, bar: String!, name: String!, version: 
Int!) ミューテーションの関数リクエストハンドラです。

指定したキーに対応する項目がない場合は、作成されます。指定したキーに対応する項目がすでにある場
合は、上書きされます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) { 
  const { foo, bar, ...values} = ctx.args 
  return { 
    operation: 'PutItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({foo, bar}), 
    attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values), 
  };
}

例 2

次の例は、GraphQLupdateThing(foo: String!, bar: String!, name: String!, 
expectedVersion: Int!) ミューテーションの関数リクエストハンドラです。

この例では、DynamoDBversion に現在ある項目のフィールドがに設定されていることを確認しま
すexpectedVersion。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) { 
  const { foo, bar, name, expectedVersion } = ctx.args; 
  const values = { name, version: expectedVersion + 1 }; 
  let condition = util.transform.toDynamoDBConditionExpression({ 
    version: { eq: expectedVersion }, 
  }); 
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  return { 
    operation: 'PutItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ foo, bar }), 
    attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values), 
    condition, 
  };
}

DynamoDB PutItem API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。

UpdateItem
UpdateItemリクエストを使用すると、AWS AppSync DynamoDB へのUpdateItemリクエストで、以下
のように指定できます。

• DynamoDB の項目のキー
• DynamoDB の項目を更新する方法を示す更新式
• 処理が成功する条件

UpdateItemリクエストは次の構造を持ちます。

type DynamoDBUpdateItemRequest = { 
  operation: 'UpdateItem'; 
  key: { [key: string]: any }; 
  update: { 
    expression: string; 
    expressionNames?: { [key: string]: string }; 
    expressionValues?: { [key: string]: any }; 
  }; 
  condition?: ConditionCheckExpression; 
  customPartitionKey?: string; 
  populateIndexFields?: boolean; 
  _version?: number;
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

UpdateItem 畑
UpdateItem フィールドリスト

operation

実行する DynamoDB の処理。UpdateItem DynamoDB の処理を実行するには、これを UpdateItem
に設定する必要があります。この値は必須です。

key

DynamoDB の項目のキー。DynamoDB の項目には、単一のハッシュキー、またはハッシュキーと
ソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって変わります。「入力値」の指定の詳細
については、「タイプシステム (リクエストマッピング)」を参照してください。この値は必須です。

update

update セクションには、 DynamoDBの項目の更新方法を示す更新式を指定することができます。更
新式の記述方法DynamoDB UpdateExpressions 「 このセクションは必須です。

update セクションには次の 3 つのコンポーネントがあります。

395

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/APIReference/API_PutItem.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/js-resolver-reference-dynamodb.html#js-aws-appsync-resolver-reference-dynamodb-typed-values-request
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Expressions.UpdateExpressions.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Expressions.UpdateExpressions.html


AWS AppSync デベロッパーガイド
UpdateItem

expression

更新式です。この値は必須です。
expressionNames

式の属性名のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは
expression で使用される名前のプレースホルダーに対応し、値は DynamoDB の項目の属性名
と一致する文字列でなければなりません。このフィールドはオプションであり、expression で
使用される式の属性名のプレースホルダーのみを入力します。

expressionValues

式の属性値のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは
expression で使用される値のプレースホルダーに対応し、値は型付き値でなければなりませ
ん。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピング)」
を参照してください。この指定は必須です。このフィールドはオプションであり、expression
で使用される式の属性値のプレースホルダーのみを入力します。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうかを判断す
る条件です。条件を指定していない場合は、UpdateItem リクエストによって、現在の状態にかかわ
らず、既存のエントリが更新されます。条件式、「条件式」を参照してください。この値はオプショ
ンです。

_version

項目の既知の最新バージョンを表す数値。この値はオプションです。このフィールドは競合の検出に
使用され、バージョン管理されたデータソースでのみサポートされます。

customPartitionKey

有効にすると、この文字列値によって、ds_skds_pkバージョン管理が有効になっている
ときにデルタ同期テーブルが使用するおよびレコードの形式が変更されます (詳細について
は、『AWS AppSync 開発者ガイド』の「競合検出と同期」を参照してください)。有効にする
と、populateIndexFieldsエントリの処理も有効になります。このフィールドはオプションです。

populateIndexFields

ブーリアン値。この値をと一緒に有効にするとcustomPartitionKey、デルタ同期テーブルの各レ
コード、gsi_ds_pkgsi_ds_sk具体的にはおよび列に新しいエントリが作成されます。詳細につい
ては、AWS AppSync 開発者ガイドの「コンフリクト検出と同期」を参照してください。このフィー
ルドはオプションです。

DynamoDB の更新された項目が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換され、
コンテキスト結果 (context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング)」を参照してください。

JavaScript リゾルバーの詳細については、「JavaScript リゾルバーの概要」を参照してください。

例 1
次の例は、GraphQLupvote(id: ID!) ミューテーションの関数リクエストハンドラです。

この例では、DynamoDB の項目の upvotes フィールドと version フィールドが 1 ずつ増加されます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) { 
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  const { id } = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'UpdateItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id }), 
    update: { 
      expression: 'ADD #votefield :plusOne, version :plusOne', 
      expressionNames: { '#votefield': 'upvotes' }, 
      expressionValues: { ':plusOne': { N: 1 } }, 
    }, 
  };
}

例 2
次の例は、GraphQLupdateItem(id: ID!, title: String, author: String, 
expectedVersion: Int!) ミューテーションの関数リクエストハンドラです。

これは、引数を確認して、クライアントから入力された引数のみを含む更新式を動的に生成する複雑な例
です。たとえば、title と author を省略すると、それらは更新されません。引数が指定されているが、
その値が null の場合、そのフィールドは DynamoDB のオブジェクトから削除されます。最後に、この
処理内の条件によって、DynamoDB に現在ある項目の version フィールドに expectedVersion が設
定されているかどうかを確認します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) { 
  const { args: { input: { id, ...values } } } = ctx; 

  const condition = { 
    id: { attributeExists: true }, 
    version: { eq: values.expectedVersion }, 
  }; 
  values.expectedVersion += 1; 
  return dynamodbUpdateRequest({ keys: { id }, values, condition });
}

/** 
 * Helper function to update an item 
 * @returns an UpdateItem request 
 */
function dynamodbUpdateRequest(params) { 
  const { keys, values, condition: inCondObj } = params; 

  const sets = []; 
  const removes = []; 
  const expressionNames = {}; 
  const expValues = {}; 

  // Iterate through the keys of the values 
  for (const [key, value] of Object.entries(values)) { 
    expressionNames[`#${key}`] = key; 
    if (value) { 
      sets.push(`#${key} = :${key}`); 
      expValues[`:${key}`] = value; 
    } else { 
      removes.push(`#${key}`); 
    } 
  } 

  let expression = sets.length ? `SET ${sets.join(', ')}` : ''; 
  expression += removes.length ? ` REMOVE ${removes.join(', ')}` : ''; 

  const condition = JSON.parse( 
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    util.transform.toDynamoDBConditionExpression(inCondObj) 
  ); 

  return { 
    operation: 'UpdateItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues(keys), 
    condition, 
    update: { 
      expression, 
      expressionNames, 
      expressionValues: util.dynamodb.toMapValues(expValues), 
    }, 
  };
}

DynamoDB UpdateItem API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。

DeleteItem
DeleteItemリクエストを使用すると、AWS AppSync DynamoDB へのDeleteItemリクエストで、以下
のように指定できます。

• DynamoDB の項目のキー
• 処理が成功する条件

DeleteItemリクエストは次の構造を持ちます。

type DynamoDBDeleteItemRequest = { 
  operation: 'DeleteItem'; 
  key: { [key: string]: any }; 
  condition?: ConditionCheckExpression; 
  customPartitionKey?: string; 
  populateIndexFields?: boolean; 
  _version?: number;
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

DeleteItem フィールド
DeleteItemフィールドリスト

operation

実行する DynamoDB の処理。DeleteItem DynamoDB の処理を実行するには、これを DeleteItem
に設定する必要があります。この値は必須です。

key

DynamoDB の項目のキー。DynamoDB の項目には、単一のハッシュキー、またはハッシュキーと
ソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって変わります。「入力値」の指定の詳細
については、「タイプシステム (リクエストマッピング)」を参照してください。この値は必須です。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうかを判断す
る条件です。条件を指定していない場合、DeleteItem リクエストによって、現在の状態にかかわら
ず、項目が削除されます。条件式、「条件式」を参照してください。この値はオプションです。
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_version

項目の既知の最新バージョンを表す数値。この値はオプションです。このフィールドは競合の検出に
使用され、バージョン管理されたデータソースでのみサポートされます。

customPartitionKey

有効にすると、この文字列値によって、ds_skds_pkバージョン管理が有効になっている
ときにデルタ同期テーブルが使用するおよびレコードの形式が変更されます (詳細について
は、『AWS AppSync 開発者ガイド』の「競合検出と同期」を参照してください)。有効にする
と、populateIndexFieldsエントリの処理も有効になります。このフィールドはオプションです。

populateIndexFields

ブーリアン値。この値をと一緒に有効にするとcustomPartitionKey、デルタ同期テーブルの各レ
コード、gsi_ds_pkgsi_ds_sk具体的にはおよび列に新しいエントリが作成されます。詳細につい
ては、AWS AppSync 開発者ガイドの「コンフリクト検出と同期」を参照してください。このフィー
ルドはオプションです。

DynamoDB から削除された項目が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換さ
れ、コンテキスト結果 (context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング)」を参照してください。

JavaScript リゾルバーの詳細については、「JavaScript リゾルバーの概要」を参照してください。

例 1
次の例は、GraphQLdeleteItem(id: ID!) ミューテーションの関数リクエストハンドラです。この ID 
に対応する項目がある場合は、削除されます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) { 
  return { 
    operation: 'DeleteItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id: ctx.args.id }), 
  };
}

例 2
次の例は、GraphQLdeleteItem(id: ID!, expectedVersion: Int!) ミューテーションの
関数リクエストハンドラです。この ID に対応する項目がある場合は、その version フィールドに
expectedVersion が設定されているときにのみ削除されます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { id, expectedVersion } = ctx.args; 
  const condition = { 
    id: { attributeExists: true }, 
    version: { eq: expectedVersion }, 
  }; 
  return { 
    operation: 'DeleteItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({ id }), 
    condition: util.transform.toDynamoDBConditionExpression(condition), 
  };
}
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DynamoDB DeleteItem API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。

Query
Queryリクエストオブジェクトを使用すると、AWS AppSync DynamoDB リゾルバーから DynamoDB へ
のQueryリクエストで、以下のように指定できます。

• キー式
• 使用するインデックス
• 任意の追加フィルタ
• 返す項目の数
• 整合性のある読み込みを使用するかどうか
• クエリの方向 (前方または後方)
• ページ分割トークン

Queryリクエストオブジェクトの構造があります。

type DynamoDBQueryRequest = { 
  operation: 'Query'; 
  query: { 
    expression: string; 
    expressionNames?: { [key: string]: string }; 
    expressionValues?: { [key: string]: any }; 
  }; 
  index?: string; 
  nextToken?: string; 
  limit?: number; 
  scanIndexForward?: boolean; 
  consistentRead?: boolean; 
  select?: 'ALL_ATTRIBUTES' | 'ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES' | 'SPECIFIC_ATTRIBUTES'; 
  filter?: { 
    expression: string; 
    expressionNames?: { [key: string]: string }; 
    expressionValues?: { [key: string]: any }; 
  }; 
  projection?: { 
    expression: string; 
    expressionNames?: { [key: string]: string }; 
  };
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

クエリフィールド
クエリフィールドリスト

operation

実行する DynamoDB の処理。Query DynamoDB の処理を実行するには、これを Query に設定する
必要があります。この値は必須です。

query

query セクションには、DynamoDB から取得する項目を指示するキー条件式を指定することができ
ます。キー条件式の記述方法の詳細については、DynamoDB KeyConditions のドキュメントを参照し
てください。このセクションの指定は必須です。
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expression

クエリ式です。このフィールドの指定は必須です。
expressionNames

式の属性名のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは
expression で使用される名前のプレースホルダーに対応し、値は DynamoDB の項目の属性名
と一致する文字列でなければなりません。このフィールドはオプションであり、expression で
使用される式の属性名のプレースホルダーのみを入力します。

expressionValues

式の属性値のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは
expression で使用される値のプレースホルダーに対応し、値は型付き値でなければなりませ
ん。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピング)」
を参照してください。この値は必須です。このフィールドはオプションであり、expression で
使用される式の属性値のプレースホルダーのみを入力します。

filter

DynamoDB からの結果が返される前に、その結果をフィルタリングするために使用する追加フィルタ
です。フィルタの詳細については、「フィルタ」を参照してください。このフィールドはオプション
です。

index

クエリを実行するインデックスの名前です。DynamoDB クエリの処理により、ハッシュキーのプライ
マリキーインデックスに加えて、ローカルセカンダリインデックスとグローバルセカンダリインデッ
クスをスキャンできます。指定されると、DynamoDB が指定されたインデックスにクエリを実行しま
す。省略すると、プライマリキーインデックスに対してクエリが実行されます。

nextToken

前のクエリを継続するためのページ分割トークンです。これは前のクエリから取得されます。この
フィールドはオプションです。

limit

評価する項目の最大数 (一致する項目の数であるとは限りません)。このフィールドはオプションで
す。

scanIndexForward

クエリを前方と後方のどちらに実行するかを示すブール値です。このフィールドはオプションであ
り、デフォルトは true です。

consistentRead

DynamoDB にクエリを実行する際に整合性のある読み込みを使用するかどうかを示すブール値です。
このフィールドはオプションであり、デフォルトは false です。

select

デフォルトでは、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーはインデックスに射影されるすべての属性
のみを返します。より多くの属性が必要な場合に、このフィールドを設定できます。このフィールド
はオプションです。サポートされている値には以下があります。
ALL_ATTRIBUTES

指定されたテーブルまたはインデックスのすべての項目の属性を返します。ローカルセカンダリ
インデックスに対してクエリを実行する場合、DynamoDB は、親のテーブルからインデックスの
項目に一致したすべての項目をフェッチします。インデックスがすべての項目の属性を射影する
ように設定されている場合、すべてのデータはローカルセカンダリインデックスから取得される
ため、フェッチは必要ありません。
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ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES

インデックスにクエリを実行する場合のみ使用できます。インデックスに投射されたすべての属
性を取得します。インデックスがすべての属性を投射するように設定されている場合、この返り
値は ALL_ATTRIBUTES を指定した場合と同等になります。

SPECIFIC_ATTRIBUTES

projectionにリストされている属性のみを返しますexpression。この戻り値
は、expressionの値を指定せずにprojection「」を指定するのと同じですSelect。

projection

DynamoDB オペレーションから返される属性を指定するために使用されるプロジェクション。投影の
詳細については、「投影」を参照してください。このフィールドはオプションです。

DynamoDB からの結果が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換され、コンテ
キスト結果 (context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング)」を参照してください。

JavaScript リゾルバーの詳細については、「JavaScript リゾルバーの概要」を参照してください。

結果は以下の構造を持ちます。

{ 
    items = [ ... ], 
    nextToken = "a pagination token", 
    scannedCount = 10
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

items

DynamoDB クエリで返された項目を含むリストです。
nextToken

さらに結果がある場合、nextToken には別のリクエストで使用できるページ分割トークンが含まれ
ています。DynamoDBAWS AppSync から返されたページ分割トークンを暗号化および難読化しま
す。これにより、テーブルデータが誤って呼び出し元に漏えいされるのを防ぎます。また、これらの
ページネーショントークンは、さまざまな関数やリゾルバーで使用できないことにも注意してくださ
い。

scannedCount

フィルタ式 (ある場合) が適用される前に、クエリの条件式に一致した項目の数です。

例
次の例は、GraphQLgetPosts(owner: ID!) クエリの関数リクエストハンドラです。

この例では、テーブルのグローバルセカンダリインデックスにクエリが実行され、指定した ID が所有する
すべての投稿が返されます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
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  const { owner } = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'Query', 
    query: { 
      expression: 'ownerId = :ownerId', 
      expressionValues: util.dynamodb.toMapValues({ ':ownerId': owner }), 
    }, 
    index: 'owner-index', 
  };
}

DynamoDB Query API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。

Scan
Scanリクエストを使用すると、AWS AppSync DynamoDB へのScanリクエストで、以下のように指定で
きます。

• 結果を除外するフィルタ
• 使用するインデックス
• 返す項目の数
• 整合性のある読み込みを使用するかどうか
• ページ分割トークン
• 並列スキャン

Scanリクエストオブジェクトの構造があります。

type DynamoDBScanRequest = { 
  operation: 'Scan'; 
  index?: string; 
  limit?: number; 
  consistentRead?: boolean; 
  nextToken?: string; 
  totalSegments?: number; 
  segment?: number; 
  filter?: { 
    expression: string; 
    expressionNames?: { [key: string]: string }; 
    expressionValues?: { [key: string]: any }; 
  }; 
  projection?: { 
    expression: string; 
    expressionNames?: { [key: string]: string }; 
  };
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

フィールドをスキャンする
スキャンフィールドリスト

operation

実行する DynamoDB の処理。Scan DynamoDB の処理を実行するには、これを Scan に設定する必
要があります。この値は必須です。
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filter

DynamoDB からの結果が返される前に、その結果をフィルタリングするために使用するフィルタで
す。フィルタの詳細については、「フィルタ」を参照してください。このフィールドはオプションで
す。

index

クエリを実行するインデックスの名前です。DynamoDB クエリの処理により、ハッシュキーのプライ
マリキーインデックスに加えて、ローカルセカンダリインデックスとグローバルセカンダリインデッ
クスをスキャンできます。指定されると、DynamoDB が指定されたインデックスにクエリを実行しま
す。省略すると、プライマリキーインデックスに対してクエリが実行されます。

limit

一度に評価する項目の最大数です。このフィールドはオプションです。
consistentRead

DynamoDB にクエリを実行する際に整合性のある読み込みを使用するかどうかを示すブール値です。
このフィールドはオプションであり、デフォルトは false です。

nextToken

前のクエリを継続するためのページ分割トークンです。これは前のクエリから取得されます。この
フィールドはオプションです。

select

デフォルトでは、AWS AppSync DynamoDB 関数はインデックスに射影されるすべての属性のみを返
します。より多くの属性が必要な場合にこのフィールドを設定します。このフィールドはオプション
です。サポートされている値には以下があります。
ALL_ATTRIBUTES

指定されたテーブルまたはインデックスのすべての項目の属性を返します。ローカルセカンダリ
インデックスに対してクエリを実行する場合、DynamoDB は、親のテーブルからインデックスの
項目に一致したすべての項目をフェッチします。インデックスがすべての項目の属性を射影する
ように設定されている場合、すべてのデータはローカルセカンダリインデックスから取得される
ため、フェッチは必要ありません。

ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES

インデックスにクエリを実行する場合のみ使用できます。インデックスに投射されたすべての属
性を取得します。インデックスがすべての属性を投射するように設定されている場合、この返り
値は ALL_ATTRIBUTES を指定した場合と同等になります。

SPECIFIC_ATTRIBUTES

projectionにリストされている属性のみを返しますexpression。この戻り値
は、expressionの値を指定せずにprojection「」を指定するのと同じですSelect。

totalSegments

並列スキャンが実行されるまでにテーブルを分割するセグメントの数です。このフィールドはオプ
ションですが、segment を指定した場合には指定する必要があります。

segment

並列スキャンの実行時のこの処理でのテーブルセグメントです。このフィールドはオプションです
が、totalSegments を指定した場合には指定する必要があります。

projection

DynamoDB オペレーションから返される属性を指定するために使用されるプロジェクション。投影の
詳細については、「投影」を参照してください。このフィールドはオプションです。
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DynamoDB スキャンにより返された結果が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に
変換され、コンテキスト結果 (context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング)」を参照してください。

JavaScript リゾルバーの詳細については、「JavaScript リゾルバーの概要」を参照してください。

結果は以下の構造を持ちます。

{ 
    items = [ ... ], 
    nextToken = "a pagination token", 
    scannedCount = 10
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

items

DynamoDB スキャンにより返された項目を含むリストです。
nextToken

さらに結果がある場合、nextToken には別のリクエストで使用できるページ分割トークンが含まれ
ています。AWS AppSync DynamoDB から返されたページ分割トークンを暗号化および難読化しま
す。これにより、テーブルデータが誤って呼び出し元に漏えいされるのを防ぎます。また、これらの
ページネーショントークンは、さまざまな関数やリゾルバーで使用することはできません。

scannedCount

フィルタ式 (ある場合) が適用される前に、DynamoDB により取得された項目の数です。

例 1
次の例は、GraphQLallPosts クエリの関数リクエストハンドラです。

この例では、テーブル内のすべてのエントリが返されます。

export function request(ctx) { 
  return { operation: 'Scan' };
}

例 2
次の例は、GraphQLpostsMatching(title: String!) クエリの関数リクエストハンドラです。

この例では、タイトルが title 引数で始まるテーブル内のすべてのエントリが返されます。

export function request(ctx) { 
  const { title } = ctx.args; 
  const filter = { filter: { beginsWith: title } }; 
  return { 
    operation: 'Scan', 
    filter: JSON.parse(util.transform.toDynamoDBFilterExpression(filter)), 
  };
}

DynamoDB Scan API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。
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Sync
Syncリクエストオブジェクトを使用すると、DynamoDB テーブルからすべての結果を取得し、最後のク
エリ (差分更新) 以降に変更されたデータのみを受け取ることができます。 Syncリクエストはバージョ
ン管理された DynamoDB データソースに対してのみ行うことができます。以下を指定することができま
す。

• 結果を除外するフィルタ
• 返す項目の数
• ページ分割トークン
• 最後の Sync オペレーションが開始された日時

Syncリクエストオブジェクトの構造があります。

type DynamoDBSyncRequest = { 
  operation: 'Sync'; 
  basePartitionKey?: string; 
  deltaIndexName?: string; 
  limit?: number; 
  nextToken?: string; 
  lastSync?: number; 
  filter?: { 
    expression: string; 
    expressionNames?: { [key: string]: string }; 
    expressionValues?: { [key: string]: any }; 
  };
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

同期フィールド
同期フィールドリスト

operation

実行する DynamoDB の処理。Sync の処理を実行するには、これに Sync を設定する必要がありま
す。この値は必須です。

filter

DynamoDB からの結果が返される前に、その結果をフィルタリングするために使用するフィルタで
す。フィルタの詳細については、「フィルタ」を参照してください。このフィールドはオプションで
す。

limit

一度に評価する項目の最大数です。このフィールドはオプションです。省略した場合、デフォルトの
制限は 100 項目に設定されます。このフィールドの最大値は 1000 項目です。

nextToken

前のクエリを継続するためのページ分割トークンです。これは前のクエリから取得されます。この
フィールドはオプションです。

lastSync

最後に成功した Sync オペレーションが開始されたエポックミリ秒単位の時刻。指定する
と、lastSync 以降に変更された項目のみが返されます。このフィールドはオプションです。最初の
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Sync オペレーションからすべてのページを取得した後にのみ入力する必要があります。省略した場
合は、ベーステーブルの結果が返されます。それ以外の場合は、差分テーブルの結果が返されます。

basePartitionKey

Sync操作を実行する際に使用されるベーステーブルのパーティションキー。このフィールドで
は、Syncテーブルがカスタムパーティションキーを使用している場合に操作を実行できます。これは
オプションのフィールドです。

deltaIndexName

Sync操作に使用されるインデックス。このインデックスは、テーブルがカスタムパーティショ
ンキーを使用している場合に、Syncデルタストアテーブル全体の操作を有効にするために必要で
す。Sync操作は GSI (gsi_ds_pkおよびで作成gsi_ds_sk) で実行されます。このフィールドはオプ
ションです。

DynamoDB 同期により返された結果が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換
され、コンテキスト結果 (context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング)」を参照してください。

JavaScript リゾルバーの詳細については、「JavaScript リゾルバーの概要」を参照してください。

結果は以下の構造を持ちます。

{ 
    items = [ ... ], 
    nextToken = "a pagination token", 
    scannedCount = 10, 
    startedAt = 1550000000000
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

items

同期により返された項目を含むリストです。
nextToken

さらに結果がある場合、nextToken には別のリクエストで使用できるページ分割トークンが含まれ
ています。AWS AppSync DynamoDB から返されたページ分割トークンを暗号化および難読化しま
す。これにより、テーブルデータが誤って呼び出し元に漏えいされるのを防ぎます。また、これらの
ページネーショントークンは、さまざまな関数やリゾルバーで使用することはできません。

scannedCount

フィルタ式 (ある場合) が適用される前に、DynamoDB により取得された項目の数です。
startedAt

エポックミリ秒単位の時刻ですが、同期オペレーションが開始されれば、ローカルに保存して別のリ
クエストで lastSync の引数として使用することができます。ページ分割トークンがリクエストに含
まれている場合、この値は、結果の最初のページのリクエストによって返されたものと同じになりま
す。

例 1
次の例は、GraphQLsyncPosts(nextToken: String, lastSync: AWSTimestamp) クエリの関数リ
クエストハンドラです。
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この例では、lastSync を省略すると、ベーステーブルのすべてのエントリが返されます。lastSync が
指定されている場合は、lastSync 以降に変更された差分同期テーブルのエントリのみが返されます。

export function request(ctx) { 
  const { nextToken, lastSync } = ctx.args; 
  return { operation: 'Sync', limit: 100, nextToken, lastSync };
}

BatchGetItem
BatchGetItemリクエストオブジェクトを使用すると、AWS AppSync DynamoDB へ
のBatchGetItemリクエストで、複数のテーブルから複数の項目を取得するように指定できます。このリ
クエストオブジェクトには、以下を指定する必要があります。

• 項目を取得するテーブルの名前
• 各テーブルから取得する項目のキー

DynamoDB の BatchGetItem 制限が適用されるため、条件式を指定することはできません。

BatchGetItemリクエストオブジェクトの構造があります。

type DynamoDBBatchGetItemRequest = { 
  operation: 'BatchGetItem'; 
  tables: { 
    [tableName: string]: { 
      keys: { [key: string]: any }[]; 
      consistentRead?: boolean;  
      projection?: { 
        expression: string; 
        expressionNames?: { [key: string]: string }; 
      }; 
    }; 
  };
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

BatchGetItem フィールド
BatchGetItemフィールドリスト

operation

実行する DynamoDB の処理。BatchGetItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
BatchGetItem に設定する必要があります。この値は必須です。

tables

項目を取得する DynamoDB テーブル。値は、キーとしてテーブル名が指定されているマップです。1 
つ以上のテーブルを指定する必要があります。この tables の値は必須です。
keys

取り出す項目のプライマリキーを表す DynamoDB キーのリスト。DynamoDB の項目には、単一
のハッシュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブルの構造に
よって変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リクエスト
マッピング)」を参照してください。
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consistentRead

GetItem操作の実行時にコンシステントリードを使用するかどうか。この値はオプションであり、
デフォルトは false です。

projection

DynamoDB オペレーションから返される属性を指定するために使用されるプロジェクション。投
影の詳細については、「投影」を参照してください。このフィールドはオプションです。

覚えておくべきポイント:

• 項目がテーブルから取得されなかった場合は、そのテーブルの data ブロックに null 要素があります。
• 呼び出し結果は、リクエストオブジェクト内で提供された順序に基づいて、テーブルごとにソートされ

ます。
• aGetBatchGetItem 内の各コマンドはアトミックですが、バッチは部分的に処理できます。エラーの

ためにバッチが部分的に処理された場合、未処理のキーは unprocessedKeys ブロック内に呼び出し結果
の一部として返されます。

• BatchGetItem は 100 キーに制限されています。

次の関数リクエストハンドラーの例では、

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { authorId, postId } = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'BatchGetItem', 
    tables: { 
      authors: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId })], 
      posts: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId, postId })], 
    }, 
  };
}

ctx.result で使用可能な呼び出し結果は以下のとおりです。

{ 
   "data": { 
     "authors": [null], 
     "posts": [ 
        // Was retrieved 
        { 
          "authorId": "a1", 
          "postId": "p2", 
          "postTitle": "title", 
          "postDescription": "description", 
        } 
     ] 
   }, 
   "unprocessedKeys": { 
     "authors": [ 
        // This item was not processed due to an error 
        { 
          "authorId": "a1" 
        } 
      ], 
     "posts": [] 
   }
}
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ctx.error にエラーに関する詳細が含まれています。キーデータ、unprocessedKeys、および関数リク
エストオブジェクトの結果で提供された各テーブルキーは、呼び出し結果に存在することが保証されてい
ます。削除された項目は data ブロックにあります。処理されなかった項目は、data ブロック内で null と
してマークされ、unprocessedKeys ブロックに挿入されます。

BatchDeleteItem
BatchDeleteItemリクエストオブジェクトを使用すると、AWS AppSync DynamoDB へ
のBatchWriteItemリクエストで、複数のテーブルから複数の項目を削除するように指定できます。この
リクエストオブジェクトには、以下を指定する必要があります。

• 項目を削除するテーブルの名前
• 各テーブルから削除する項目のキー

DynamoDB の BatchWriteItem 制限が適用されるため、条件式を指定することはできません。

BatchDeleteItemリクエストオブジェクトの構造があります。

type DynamoDBBatchDeleteItemRequest = { 
  operation: 'BatchDeleteItem'; 
  tables: { 
    [tableName: string]: { [key: string]: any }[]; 
  };
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

BatchDeleteItem フィールド
BatchDeleteItemフィールドリスト

operation

実行する DynamoDB の処理。BatchDeleteItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
BatchDeleteItem に設定する必要があります。この値は必須です。

tables

項目を削除する DynamoDB テーブル。各テーブルは、削除する項目のプライマリキーを表す 
DynamoDB キーのリストです。DynamoDB の項目には、単一のハッシュキー、またはハッシュキー
とソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって変わります。「入力値」を指定する
方法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピング)」を参照してください。1 つ以上
のテーブルを指定する必要があります。tables値は必須です。

覚えておくべきポイント:

• DeleteItem オペレーションとは対照的に、完全に削除された項目はレスポンスで返されません。渡さ
れたキーのみが返されます。

• 項目がテーブルから削除されなかった場合は、そのテーブルの data ブロックに null 要素があります。
• 呼び出し結果は、リクエストオブジェクト内で提供された順序に基づいて、テーブルごとにソートされ

ます。
• aDeleteBatchDeleteItem 内の各コマンドはアトミックです。ただし、バッチは部分的に処理できま

す。エラーのためにバッチが部分的に処理された場合、未処理のキーは unprocessedKeys ブロック内に
呼び出し結果の一部として返されます。

• BatchDeleteItem は 25 キーに制限されています。
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次の関数リクエストハンドラーの例では、

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { authorId, postId } = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'BatchDeleteItem', 
    tables: { 
      authors: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId })], 
      posts: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId, postId })], 
    }, 
  };
}

ctx.result で使用可能な呼び出し結果は以下のとおりです。

{ 
   "data": { 
     "authors": [null], 
     "posts": [ 
        // Was deleted 
        { 
          "authorId": "a1", 
          "postId": "p2" 
        } 
     ] 
   }, 
   "unprocessedKeys": { 
     "authors": [ 
        // This key was not processed due to an error 
        { 
          "authorId": "a1" 
        } 
      ], 
     "posts": [] 
   }
}

ctx.error にエラーに関する詳細が含まれています。関数リクエストオブジェクトで提供されたキー
データ、UnProcessedKeys、および各テーブルキーは、呼び出し結果に存在することが保証されていま
す。削除された項目は data ブロックにあります。処理されなかった項目は、data ブロック内で null とし
てマークされ、unprocessedKeys ブロックに挿入されます。

BatchPutItem
BatchPutItemリクエストオブジェクトを使用すると、AWS AppSync DynamoDB へ
のBatchWriteItemリクエストで、複数のテーブルに複数の項目を挿入するように指定できます。このリ
クエストオブジェクトには、以下を指定する必要があります。

• 項目を挿入するテーブルの名前
• 各テーブルに挿入するすべての項目

DynamoDB の BatchWriteItem 制限が適用されるため、条件式を指定することはできません。

BatchPutItemリクエストオブジェクトの構造があります。

type DynamoDBBatchPutItemRequest = { 
  operation: 'BatchPutItem'; 
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  tables: { 
    [tableName: string]: { [key: string]: any}[]; 
  };
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

BatchPutItem フィールド
BatchPutItemフィールドリスト

operation

実行する DynamoDB の処理。BatchPutItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
BatchPutItem に設定する必要があります。この値は必須です。

tables

項目を挿入する DynamoDB テーブル。各テーブルエントリは、この特定のテーブルに挿入する 
DynamoDB 項目のリストを表します。1 つ以上のテーブルを指定する必要があります。この値は必須
です。

覚えておくべきポイント:

• 完全に挿入された項目がレスポンスに返されます (正常に挿入された場合)。
• 項目がテーブルに挿入されなかった場合は、そのテーブルの data ブロックに null 要素があります。
• 挿入された項目は、リクエストオブジェクト内で提供された順序に基づいてテーブルごとにソートされ

ます。
• aPutBatchPutItem 内の各コマンドはアトミックですが、バッチは部分的に処理できます。エラーの

ためにバッチが部分的に処理された場合、未処理のキーは unprocessedKeys ブロック内に呼び出し結果
の一部として返されます。

• BatchPutItem は 25 項目に制限されています。

次の関数リクエストハンドラーの例では、

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { authorId, postId, name, title } = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'BatchPutItem', 
    tables: { 
      authors: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId, name })], 
      posts: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId, postId, title })], 
    }, 
  };
}

ctx.result で使用可能な呼び出し結果は以下のとおりです。

{ 
   "data": { 
     "authors": [ 
         null 
     ], 
     "posts": [ 
        // Was inserted 
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        { 
          "authorId": "a1", 
          "postId": "p2", 
          "title": "title" 
        } 
     ] 
   }, 
   "unprocessedItems": { 
     "authors": [ 
        // This item was not processed due to an error 
        { 
          "authorId": "a1", 
          "name": "a1_name" 
        } 
      ], 
     "posts": [] 
   }
}

ctx.error にエラーに関する詳細が含まれています。リクエストオブジェクトで提供されたキーデー
タ、unprocessedItems、および各テーブルキーは、呼び出し結果に存在することが保証されています。挿
入された項目は data ブロックにあります。処理されなかった項目は、data ブロック内で null としてマー
クされ、unprocessedItems ブロックに挿入されます。

TransactGetItems
TransactGetItemsリクエストオブジェクトを使用すると、AWS AppSync DynamoDB へ
のTransactGetItemsリクエストで、複数のテーブルから複数の項目を取得するように指定できます。こ
のリクエストオブジェクトには、以下を指定する必要があります。

• 項目の取得元となる各リクエスト項目のテーブル名
• 各テーブルから取得する各リクエスト項目のキー

DynamoDB の TransactGetItems 制限が適用されるため、条件式を指定することはできません。

TransactGetItemsリクエストオブジェクトの構造があります。

type DynamoDBTransactGetItemsRequest = { 
  operation: 'TransactGetItems'; 
  transactItems: { table: string; key: { [key: string]: any }; projection?: { expression: 
 string; expressionNames?: { [key: string]: string }; }[]; 
  };
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

TransactGetItems フィールド
TransactGetItemsフィールドリスト

operation

実行する DynamoDB の処理。TransactGetItems DynamoDB の処理を実行するには、これを
TransactGetItems に設定する必要があります。この値は必須です。

transactItems

含めるリクエスト項目。値はリクエスト項目の配列です。少なくとも 1 つのリクエスト項目を指定す
る必要があります。この transactItems の値は必須です。
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table

項目の取得元となる DynamoDB テーブル。値はテーブル名の文字列です。この table の値は必
須です。

key

取り出す項目のプライマリキーを表す DynamoDB キー。DynamoDB の項目には、単一のハッ
シュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって
変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピ
ング)」を参照してください。

projection

DynamoDB オペレーションから返される属性を指定するために使用されるプロジェクション。投
影の詳細については、「投影」を参照してください。このフィールドはオプションです。

覚えておくべきポイント:

• トランザクションが成功すると、items ブロック内で取得された項目の順序はリクエスト項目の順序と
同じになります。

• all-or-nothing トランザクションは何らかの方法で実行されます。いずれかのリクエスト項目でエラーが
発生した場合、トランザクション全体は実行されず、エラーの詳細が返されます。

• リクエスト項目を取得できなくても、エラーではありません。代わりに、null要素が対応する位置の項
目ブロックに表示されます。

• トランザクションのエラーが「」の場合TransactionCanceledException、cancellationReasonsブ
ロックにデータが入力されます。cancellationReasons ブロック内のキャンセル理由の順序は、リ
クエスト項目の順序と同じになります。

• TransactGetItems のリクエスト項目数は 25 個に制限されています。

次の関数リクエストハンドラーの例では、

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { authorId, postId } = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'TransactGetItems', 
    transactItems: [ 
      { 
        table: 'posts', 
        key: util.dynamodb.toMapValues({ postId }), 
      }, 
      { 
        table: 'authors', 
        key: util.dynamodb.toMapValues({ authorId }), 
      }, 
    ], 
  };
}

トランザクションが成功し、最初にリクエストされた項目だけが取得された場合、ctx.result で使用で
きる呼び出し結果は次のようになります。

{ 
    "items": [ 
       { 
           // Attributes of the first requested item 
           "post_id": "p1", 
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           "post_title": "title", 
           "post_description": "description" 
       }, 
       // Could not retrieve the second requested item 
       null, 
    ], 
    "cancellationReasons": null
}

TransactionCanceledException最初のリクエスト項目が原因でトランザクションが失敗した場
合、ctx.resultで取得できる呼び出し結果は次のとおりです。

{ 
    "items": null, 
    "cancellationReasons": [ 
       { 
           "type":"Sample error type", 
           "message":"Sample error message" 
       }, 
       { 
           "type":"None", 
           "message":"None" 
       } 
    ]
}

ctx.error にエラーに関する詳細が含まれています。キー items と cancellationReasons
は、ctx.result にあることが保証されています。

TransactWriteItems
TransactWriteItemsリクエストオブジェクトを使用すると、AWS AppSync DynamoDB へ
のTransactWriteItemsリクエストで、複数のテーブルに複数の項目を書き込むように指定できます。
このリクエストオブジェクトには、以下を指定する必要があります。

• 各リクエスト項目の書き込み先テーブル名
• 実行する各リクエスト項目のオペレーション。サポートされる操作に

は、、PutItemUpdateItemDeleteItem、および 4 つのタイプがあります。ConditionCheck
• 書き込む各リクエスト項目のキー

DynamoDB の TransactWriteItems 制限が適用されます。

TransactWriteItemsリクエストオブジェクトの構造があります。

type DynamoDBTransactWriteItemsRequest = { 
  operation: 'TransactWriteItems'; 
  transactItems: TransactItem[];
};
type TransactItem = 
  | TransactWritePutItem 
  | TransactWriteUpdateItem 
  | TransactWriteDeleteItem 
  | TransactWriteConditionCheckItem;
type TransactWritePutItem = { 
  table: string; 
  operation: 'PutItem'; 
  key: { [key: string]: any }; 
  attributeValues: { [key: string]: string}; 
  condition?: TransactConditionCheckExpression;
};
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type TransactWriteUpdateItem = { 
  table: string; 
  operation: 'UpdateItem'; 
  key: { [key: string]: any }; 
  update: DynamoDBExpression; 
  condition?: TransactConditionCheckExpression;
};
type TransactWriteDeleteItem = { 
  table: string; 
  operation: 'DeleteItem'; 
  key: { [key: string]: any }; 
  condition?: TransactConditionCheckExpression;
};
type TransactWriteConditionCheckItem = { 
  table: string; 
  operation: 'ConditionCheck'; 
  key: { [key: string]: any }; 
  condition?: TransactConditionCheckExpression;
};
type TransactConditionCheckExpression = { 
  expression: string; 
  expressionNames?: { [key: string]: string}; 
  expressionValues?: { [key: string]: any}; 
  returnValuesOnConditionCheckFailure: boolean;
};

TransactWriteItems フィールド
TransactWriteItemsフィールドリスト

各フィールドの定義は以下のようになります。
operation

実行する DynamoDB の処理。TransactWriteItems DynamoDB の処理を実行するには、これ
を TransactWriteItems に設定する必要があります。この値は必須です。

transactItems

含めるリクエスト項目。値はリクエスト項目の配列です。少なくとも 1 つのリクエスト項目を指
定する必要があります。この transactItems の値は必須です。

PutItem の場合、各フィールドの定義は以下のようになります。
table

送信先のの DynamoDB テーブル。値はテーブル名の文字列です。この table の値は必須で
す。

operation

実行する DynamoDB の処理。PutItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
PutItem に設定する必要があります。この値は必須です。

key

配置する項目のプライマリキーを表す DynamoDB キー。DynamoDB の項目には、単一の
ハッシュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブルの構造
によって変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リク
エストマッピング)」を参照してください。この値は必須です。

attributeValues

DynamoDB に渡す項目の残りの属性です。「入力値」を指定する方法の詳細については、
「タイプシステム (リクエストマッピング)」を参照してください。このフィールドはオプ
ションです。
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condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうか
を判断する条件です。条件が指定されていない場合、PutItem リクエストはその項目の既
存のエントリを上書きします。条件チェックに失敗した場合に、既存の項目を取得し直すか
どうかを指定できます。トランザクション条件の詳細については、「トランザクション条件
式」を参照してください。この値はオプションです。

UpdateItem の場合、各フィールドの定義は以下のようになります。
table

更新する DynamoDB テーブル。値はテーブル名の文字列です。この table の値は必須で
す。

operation

実行する DynamoDB の処理。UpdateItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
UpdateItem に設定する必要があります。この値は必須です。

key

更新する項目のプライマリキーを表す DynamoDB キー。DynamoDB の項目には、単一の
ハッシュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブルの構造
によって変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リク
エストマッピング)」を参照してください。この値は必須です。

update

update セクションには、 DynamoDBの項目の更新方法を示す更新式を指定することができ
ます。更新式の記述方法DynamoDB UpdateExpressions 「 このセクションは必須です。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうか
を判断する条件です。条件を指定していない場合は、UpdateItem リクエストによって、現
在の状態にかかわらず、既存のエントリが更新されます。条件チェックに失敗した場合に、
既存の項目を取得し直すかどうかを指定できます。トランザクション条件の詳細について
は、「トランザクション条件式」を参照してください。この値はオプションです。

DeleteItem の場合、各フィールドの定義は以下のようになります。
table

項目を削除する DynamoDB テーブル。値はテーブル名の文字列です。この table の値は必
須です。

operation

実行する DynamoDB の処理。DeleteItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
DeleteItem に設定する必要があります。この値は必須です。

key

削除する項目のプライマリキーを表す DynamoDB キー。DynamoDB の項目には、単一の
ハッシュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブルの構造
によって変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リク
エストマッピング)」を参照してください。この値は必須です。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうか
を判断する条件です。条件を指定していない場合、DeleteItem リクエストによって、現在
の状態にかかわらず、項目が削除されます。条件チェックに失敗した場合に、既存の項目を
取得し直すかどうかを指定できます。トランザクション条件の詳細については、「トランザ
クション条件式」を参照してください。この値はオプションです。
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ConditionCheck の場合、各フィールドの定義は以下のようになります。
table

条件をチェックする DynamoDB テーブル。値はテーブル名の文字列です。この table の値
は必須です。

operation

実行する DynamoDB の処理。ConditionCheck DynamoDB の処理を実行するには、これを
ConditionCheck に設定する必要があります。この値は必須です。

key

条件チェックする項目のプライマリキーを表す DynamoDB キー。DynamoDB の項目には、
単一のハッシュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブル
の構造によって変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステ
ム (リクエストマッピング)」を参照してください。この値は必須です。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうか
を判断する条件です。条件チェックに失敗した場合に、既存の項目を取得し直すかどうかを
指定できます。トランザクション条件の詳細については、「トランザクション条件式」を参
照してください。この値は必須です。

覚えておくべきポイント:

• リクエスト項目のキーのみがレスポンスに返されます (正常に挿入された場合)。キーの順序は、リクエ
スト項目の順序と同じです。

• all-or-nothing トランザクションは何らかの方法で実行されます。いずれかのリクエスト項目でエラーが
発生した場合、トランザクション全体は実行されず、エラーの詳細が返されます。

• 同じ項目をターゲットにできるリクエスト項目が 2 つありません。そうしない
と、TransactionCanceledExceptionエラーが発生します。

• トランザクションのエラーが「」の場合TransactionCanceledException、cancellationReasonsブ
ロックにデータが入力されます。リクエスト項目の条件チェックが失敗し、かつ
returnValuesOnConditionCheckFailure を false に指定しなかった場合、テーブルに存在する
項目が取得され、item で cancellationReasons ブロックの対応する位置に保存されます。

• TransactWriteItems のリクエスト項目数は 25 個に制限されています。

次の関数リクエストハンドラーの例では、

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { authorId, postId, title, description, oldTitle, authorName } = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'TransactWriteItems', 
    transactItems: [ 
      { 
        table: 'posts', 
        operation: 'PutItem', 
        key: util.dynamodb.toMapValues({ postId }), 
        attributeValues: util.dynamodb.toMapValues({ title, description }), 
        condition: util.transform.toDynamoDBConditionExpression({ 
          title: { eq: oldTitle }, 
        }), 
      }, 
      { 
        table: 'authors', 
        operation: 'UpdateItem', 
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        key: util.dynamodb.toMapValues({ authorId }), 
        update: { 
          expression: 'SET authorName = :name', 
          expressionValues: util.dynamodb.toMapValues({ ':name': authorName }), 
        }, 
      }, 
    ], 
  };
}

トランザクションが成功した場合、ctx.result で使用できる呼び出し結果は次のようになります。

{ 
    "keys": [ 
       // Key of the PutItem request 
       { 
           "post_id": "p1", 
       }, 
       // Key of the UpdateItem request 
       { 
           "author_id": "a1" 
       } 
    ], 
    "cancellationReasons": null
}

PutItemリクエストの条件チェックが失敗したためにトランザクションが失敗した場合、ctx.resultで
得られる呼び出し結果は次のとおりです。

{ 
    "keys": null, 
    "cancellationReasons": [ 
       { 
           "item": { 
               "post_id": "p1", 
               "post_title": "Actual old title", 
               "post_description": "Old description" 
           }, 
           "type": "ConditionCheckFailed", 
           "message": "The condition check failed." 
       }, 
       { 
           "type": "None", 
           "message": "None" 
       } 
    ]
}

ctx.error にエラーに関する詳細が含まれています。keys および cancellationReasons が ctx.result
に存在することが保証されています。

タイプシステム (リクエストマッピング)
AWS AppSync DynamoDB 関数を使用して DynamoDB テーブルを呼び出す場合、AWS AppSync その呼
び出しで使用する各値の型を知っている必要があります。これは、DynamoDB が GraphQL や JSON よ
りも多くの型プリミティブをサポートしているためです (セットやバイナリデータなど)。AWS AppSync 
GraphQL と DynamoDB 間で変換を行う場合、何らかの情報が必要であり、これがない場合には、テーブ
ルでのデータ構造について前提条件を作成する必要があります。

DynamoDB のデータ型の詳細については、「

419

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Programming.LowLevelAPI.html#Programming.LowLevelAPI.DataTypeDescriptors
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.NamingRulesDataTypes.html#HowItWorks.DataTypes


AWS AppSync デベロッパーガイド
タイプシステム (リクエストマッピング)

DynamoDB の値は、単一のキーと値のペアを含む JSON オブジェクトで表されます。キーは DynamoDB 
の型を指定し、値はその値自身を指定します。次の例では、キー S は値が文字列であることを示し、値
identifier がその文字列値です。

{ "S" : "identifier" }

JSON オブジェクトは複数のキーと値のペアを持つことはできません。キーと値のペアが複数指定されて
いる場合、リクエストオブジェクトは解析されません。

DynamoDB の値は、値を指定する必要がある場合にはリクエストオブジェクトのどこかで使用さ
れます。これが必要になる箇所には、key セクションと attributeValue セクション、および式
セクションの expressionValues セクションが含まれています。以下の例では、DynamoDB の 
Stringidentifieridkey 値がセクションのフィールド (GetItemおそらくリクエストオブジェクトの) に
割り当てられています。

"key" : { 
   "id" : { "S" : "identifier" }
}

サポートされているタイプ

AWS AppSync 以下の DynamoDB スカラー、ドキュメント、およびセット型をサポートしています。

文字列型 S

単一の文字列値です。DynamoDB の文字列値は次のように表されます。

{ "S" : "some string" }

以下は使用例です。

"key" : { 
   "id" : { "S" : "some string" }
}

文字列セット型 SS

1 組の文字列値です。DynamoDB の文字列セット値は次のように表されます。

{ "SS" : [ "first value", "second value", ... ] }

以下は使用例です。

"attributeValues" : { 
   "phoneNumbers" : { "SS" : [ "+1 555 123 4567", "+1 555 234 5678" ] }
}

数値型 N

単一の数値です。DynamoDB の数値は次のように表されます。

{ "N" : 1234 }

以下は使用例です。
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"expressionValues" : { 
   ":expectedVersion" : { "N" : 1 }
}

数値セット型 NS

1 組の数値です。DynamoDB の数値セット値は次のように表されます。

{ "NS" : [ 1, 2.3, 4 ... ] }

以下は使用例です。

"attributeValues" : { 
   "sensorReadings" : { "NS" : [ 67.8, 12.2, 70 ] }
}

バイナリ型 B

バイナリ値です。DynamoDB のバイナリ値は次のように表されます。

{ "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }

値は実際には文字列であることに注意してください。AWS AppSync この文字列をバイナリ値にデ
コードしてから DynamoDB に送信します。AWS AppSync RFC 2045 で定義された Base64 デコー
ディングスキームを使用します。

以下は使用例です。

"attributeValues" : { 
   "binaryMessage" : { "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }
}

バイナリセット型 BS

1 組のバイナリ値です。DynamoDB のバイナリセット値は次のように表されます。

{ "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ] }

値は実際には文字列であることに注意してください。AWS AppSync この文字列をバイナリ値にデ
コードしてから DynamoDB に送信します。AWS AppSync RFC 2045 で定義された Base64 デコー
ディングスキームを使用します。

以下は使用例です。

"attributeValues" : { 
   "binaryMessages" : { "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ] }
}

ブール型 BOOL

ブール値。DynamoDB のブール値は次のように表されます。

{ "BOOL" : true }

有効な値は、true と false のみです。
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以下は使用例です。

"attributeValues" : { 
   "orderComplete" : { "BOOL" : false }
}

リスト型 L

サポートされているその他の DynamoDB の値のリストです。DynamoDB のリスト値は次のように表
されます。

{ "L" : [ ... ] }

この値は複合値です。リストには、サポートされる DynamoDB の値 (他のリストも含む) が 0 個以上
入ります。このリストには、異なる型を混在させることもできます。

以下は使用例です。

{ "L" : [ 
      { "S"  : "A string value" }, 
      { "N"  : 1 }, 
      { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] } 
   ]
}

マップ型 M

サポートされる他の DynamoDB の値の、キーと値のペアの順序付けされていない集合を表しま
す。DynamoDB のマップ値は次のように表されます。

{ "M" : { ... } }

マップには 0 個以上のキーと値のペアが入ります。キーは文字列である必要があり、値には、サポー
トされている DynamoDB の任意の値 (他のマップを含む) が使用できます。このマップには、異なる
型を混在させることもできます。

以下は使用例です。

{ "M" : { 
      "someString" : { "S"  : "A string value" }, 
      "someNumber" : { "N"  : 1 }, 
      "stringSet"  : { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] } 
   }
}

Null 型 NULL

null 値です。DynamoDB の Null 値は次のように表されます。

{ "NULL" : null }

以下は使用例です。

"attributeValues" : { 
   "phoneNumbers" : { "NULL" : null }
}
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各タイプの詳細については、DynamoDB のドキュメントを参照してください。

タイプシステム (応答マッピング)
DynamoDB からレスポンスを受信すると、AWS AppSync それを自動的に GraphQL プリミティブ型と 
JSON プリミティブ型に変換します。DynamoDB の各属性はデコードされ、レスポンスハンドラーのコン
テキストで返されます。

たとえば、DynamoDB が以下を返したとします。

{ 
    "id" : { "S" : "1234" }, 
    "name" : { "S" : "Nadia" }, 
    "age" : { "N" : 25 }
}

パイプラインリゾルバーから結果が返されると、以下のように GraphQL 型と JSONAWS AppSync 型に変
換します。

{ 
    "id" : "1234", 
    "name" : "Nadia", 
    "age" : 25
}

このセクションでは、AWS AppSync が以下の DynamoDB スカラー型、ドキュメント型、およびセット型
を変換する方法について説明します。

文字列型 S

単一の文字列値です。DynamoDB 文字列値が文字列として返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB の文字列値を返したとします。

{ "S" : "some string" }

AWS AppSync これを文字列に変換します。

"some string"

文字列セット型 SS

1 組の文字列値です。DynamoDB 文字列セット値が文字列のリストとして返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB 文字列セット値を返したとします。

{ "SS" : [ "first value", "second value", ... ] }

AWS AppSync これを文字列のリストに変換します。

[ "+1 555 123 4567", "+1 555 234 5678" ]

数値型 N

単一の数値です。DynamoDB 数値が数字として返されます。
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たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB の数値を返したとします。

{ "N" : 1234 }

AWS AppSync これを数値に変換します。

1234

数値セット型 NS

1 組の数値です。DynamoDB 数値セットが数字のリストとして返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB の数値セット値を返したとします。

{ "NS" : [ 67.8, 12.2, 70 ] }

AWS AppSync これを数値のリストに変換します。

[ 67.8, 12.2, 70 ]

バイナリ型 B

バイナリ値です。DynamoDB のバイナリ値は、その値を Base64 で表した文字列として返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB のバイナリ値を返したとします。

{ "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }

AWS AppSync これを Base64 で表した文字列に変換します。

"SGVsbG8sIFdvcmxkIQo="

バイナリデータは、RFC 4648 と RFC 2045 で指定されているようにして Base64 エンコーディング
スキームにエンコードされます。

バイナリセット型 BS

1 組のバイナリ値です。DynamoDB のバイナリセット値は、その値を Base64 で表した文字列のリス
トとして返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB のバイナリ値を返したとします。

{ "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ] }

AWS AppSync これを Base64 で表した文字列のリストに変換します。

[ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ]

バイナリデータは、RFC 4648 と RFC 2045 で指定されているようにして Base64 エンコーディング
スキームにエンコードされます。

ブール型 BOOL

ブール値。DynamoDB ブール値がブールとして返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB のブール値を返したとします。
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{ "BOOL" : true }

AWS AppSync これをブールに変換します。

true

リスト型 L

サポートされているその他の DynamoDB の値のリストです。DynamoDB のリスト値は値のリストと
して返され、内部のそれぞれの値も変換されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB の文字列値を返したとします。

{ "L" : [ 
      { "S"  : "A string value" }, 
      { "N"  : 1 }, 
      { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] } 
   ]
}

AWS AppSync 変換された値のリストに変換します。

[ "A string value", 1, [ "Another string value", "Even more string values!" ] ]

マップ型 M

サポートされるその他の DynamoDB の値のキー/値の集合です。DynamoDB のマップ値は JSON オブ
ジェクトとして返されます。それぞれのキー/値も変換されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB のバイナリ値を返したとします。

{ "M" : { 
      "someString" : { "S"  : "A string value" }, 
      "someNumber" : { "N"  : 1 }, 
      "stringSet"  : { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] } 
   }
}

AWS AppSync これを JSON オブジェクトに変換します。

{ 
   "someString" : "A string value", 
   "someNumber" : 1, 
   "stringSet"  : [ "Another string value", "Even more string values!" ]
}

Null 型 NULL

null 値です。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB のブール値を返したとします。

{ "NULL" : null }

AWS AppSync これをヌルに変換します。
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null

フィルター
Query 処理と Scan 処理を使用して DynamoDB のオブジェクトにクエリを実行する場合、オプション
で、結果を評価する filter を指定して、必要な値のみを返すことができます。

QueryScanまたはリクエストのフィルタープロパティの構造は次のとおりです。

type DynamoDBExpression = { 
  expression: string; 
  expressionNames?: { [key: string]: string}; 
  expressionValues?: { [key: string]: any};
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

expression

クエリ式です。フィルター式の記述方法の詳細については、DynamoDB QueryFilter と DynamoDB 
ScanFilter のドキュメントを参照してください。このフィールドの指定は必須です。

expressionNames

式の属性名のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キー
は、expression で使用される名前のプレースホルダーに対応します。値は、DynamoDB の項目の
属性名に対応する文字列である必要があります。このフィールドはオプションであり、expression
で使用される式の属性名のプレースホルダーのみを入力します。

expressionValues

式の属性値のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは expression
で使用される値のプレースホルダーに対応し、値は型付き値でなければなりません。「入力値」を指
定する方法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピング)」を参照してください。こ
の指定は必須です。このフィールドはオプションであり、expression で使用される式の属性値のプ
レースホルダーのみを入力します。

例
以下の例はリクエスト用のフィルターセクションですtitle。

ここでは、util.transform.toDynamoDBFilterExpressionを使用してオブジェクトから自動的に
フィルターを作成します。

const filter = util.transform.toDynamoDBFilterExpression({ 
  title: { beginsWith: 'far away' },
});

const request = {};
request.filter = JSON.parse(filter);

これにより、次のフィルターが生成されます。

{ 
  "filter": { 
    "expression": "(begins_with(#title,:title_beginsWith))", 
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    "expressionNames": { "#title": "title" }, 
    "expressionValues": { 
      ":title_beginsWith": { "S": "far away" } 
    } 
  }
}

条件式
PutItem、UpdateItem、および DeleteItem の各 DynamoDB 処理を使用して DynamoDB のオブジェ
クトをミューテーションする場合、オプションで、処理を実行する前に、DynamoDB にある既存のオブ
ジェクトの状態に基づいてリクエストが成功するかどうかを制御する条件式を指定することができます。

AWS AppSync DynamoDB 関数では、、DeleteItemリクエストオブジェクトに条件式を指定することが
できます。また、PutItem条件チェックでエラーが検出され、オブジェクトが更新されなかった場合に従
う処理も指定できます。UpdateItem

例 1
PutItem次のリクエストオブジェクトには条件式がありません。その結果、同じキーに対応する項目がす
でにある場合でも、項目は DynamoDB に挿入され、それにより既存の項目が上書きされます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) { 
  const { foo, bar, ...values} = ctx.args 
  return { 
    operation: 'PutItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({foo, bar}), 
    attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values), 
  };
}

例 2
PutItem以下のオブジェクトには、同じキーの項目が DynamoDB に存在しない場合のみ処理が成功する
ように指定されています。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) { 
  const { foo, bar, ...values} = ctx.args 
  return { 
    operation: 'PutItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({foo, bar}), 
    attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values), 
    condition: { expression: "attribute_not_exists(id)" } 
  };
}

デフォルトでは、条件チェックが失敗した場合、AWS AppSync DynamoDB 関数はエラーを返
しますctx.error。ミューテーションに関するエラーと DynamoDB のオブジェクトの現在値を 
GraphQLdataerror レスポンスセクションのフィールドで返すことができます。

ただし、AWS AppSync DynamoDB 関数により追加の機能を提供して、一般的なエッジケースを開発者が
処理することもできます。

• AWS AppSync DynamoDB の関数により、DynamoDB の現在値が必要な結果と一致すると判断できる場
合、処理は成功として扱われます。
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• エラーを返す代わりに、カスタムの Lambda 関数を呼び出し、AWS AppSync DynamoDB 関数がエラー
を処理する方法を決定することができます。

これらについては、「条件チェックで検出したエラーを処理する (p. 429)」セクションで詳しく説明され
ています。

DynamoDB の条件式の詳細については、「 ConditionExpressions

条件を指定する
PutItem、UpdateItem、DeleteItemおよびリクエストオブジェクトはすべて、conditionオプション
のセクションを指定できます。省略した場合、条件チェックは実行されません。指定した場合、処理が成
功するには、条件が true となる必要があります。

condition セクションは以下の構造を持ちます。

type ConditionCheckExpression = { 
  expression: string; 
  expressionNames?: { [key: string]: string}; 
  expressionValues?: { [key: string]: any}; 
  equalsIgnore?: string[]; 
  consistentRead?: boolean; 
  conditionalCheckFailedHandler?: { 
    strategy: 'Custom' | 'Reject'; 
    lambdaArn?: string; 
  };
};

以下のフィールドに条件を指定します。

expression

更新式そのものを指定します。条件式の記述方法DynamoDB ConditionExpressions 「 このフィールド
の指定は必須です。

expressionNames

式の属性名のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは expression で
使用される名前のプレースホルダーに対応し、値は DynamoDB の項目の属性名と一致する文字列で
なければなりません。このフィールドはオプションであり、expression で使用される式の属性名のプ
レースホルダーのみを入力します。

expressionValues

式の属性値のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは expression で
使用される値のプレースホルダーに対応し、値は型付き値でなければなりません。「入力値」を指定
する方法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピング)」を参照してください。この
指定は必須です。このフィールドはオプションであり、expression で使用される式の属性値のプレー
スホルダーのみを入力します。

残りのフィールドは、条件チェックで検出したエラーを処理する方法をAWS AppSync DynamoDB 関数に
指示します。

equalsIgnore

PutItemオペレーションの使用時に条件チェックでエラーが検出された場合、AWS AppSync 
DynamoDB 関数は DynamoDB に現在ある項目と、書き込もうとした項目とを比較します。これらが
同じ場合、処理は成功として扱われます。equalsIgnore フィールドを使用して、AWS AppSync が
この比較を実行する際に無視する属性のリストを指定することができます。たとえば、version唯
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一の違いが属性だった場合、操作は成功したかのように扱われます。このフィールドはオプションで
す。

consistentRead

条件チェックでエラーが検出された場合、強力な整合性のある読み込みを使用して DynamoDBAWS 
AppSync から項目の現在値を取得します。このフィールドを使用して、結果整合性のある読み込みを
代わりに使用するようAWS AppSync DynamoDB 関数に指示することができます。このフィールドは
オプションであり、デフォルトは true です。

conditionalCheckFailedHandler

このセクションでは、AWS AppSync DynamoDB の現在値と期待値を比較した後の DynamoDB 関数
が、条件チェックでエラーが検出された場合に DynamoDB 関数が処理する方法を指定することがで
きます。このセクションはオプションです。省略した場合、デフォルトの処理は Reject です。
strategy

AWS AppSync DynamoDB の現在値と期待値を比較した後DynamoDB 処理です。このフィールド
は必須であり、以下を値を設定できます。
Reject

このミューテーションは失敗し、ミューテーションに関するエラーが返されます。ま
た、DynamoDB のオブジェクトの現在値が GraphQL レスポンスの error セクションの
data フィールドで返されます。

Custom

AWS AppSync DynamoDB 関数はカスタムの Lambda 関数を呼び出して、条件チェック
で検出されたエラーの処理方法を決定します。strategy が Custom に設定されている場
合、lambdaArn フィールドには、呼び出す Lambda 関数の ARN が含まれている必要があり
ます。

lambdaArn

呼び出す Lambda 関数の ARN は、条件チェックで検出されたエラーをAWS AppSync 
DynamoDB 関数が処理する方法を決定します。このフィールドは、strategy が Custom に設
定されている場合のみ指定する必要があります。この機能を使用する方法については、「条件
チェックで検出したエラーを処理する (p. 429)」を参照してください。

状態チェック失敗の処理
条件チェックでエラーが検出された場合、AWS AppSync DynamoDB 関数はミューテーションに関するエ
ラーと、util.appendErrorユーティリティを使用してオブジェクトの現在値を渡すことができます。
これにより、GraphQLdataerror レスポンスのセクションにフィールドが追加されます。ただし、AWS 
AppSync DynamoDB 関数により追加の機能を提供して、一般的なエッジケースを開発者が処理すること
もできます。

• AWS AppSync DynamoDB の関数により、DynamoDB の現在値が必要な結果と一致すると判断できる場
合、処理は成功として扱われます。

• エラーを返す代わりに、カスタムの Lambda 関数を呼び出し、AWS AppSync DynamoDB 関数がエラー
を処理する方法を決定することができます。

このプロセスのフローチャートは次のとおりです。

希望する結果を確認しています

条件チェックでエラーが検出されると、AWS AppSync DynamoDB 関数はGetItem DynamoDB リクエス
トを実行し、項目の現在値を DynamoDB から取得します。デフォルトでは、強力な整合性のある読み込
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みを使用しますが、condition ブロックの consistentRead フィールドを使用してこれを設定し、こ
の値を期待した結果と比較することができます。

• PutItem処理ではAWS AppSync DynamoDB 関数は、にリストされた以外の属性について、現在
値と書き込もうとした値を比較します。equalsIgnore項目が同じ場合は、処理は成功として扱わ
れ、DynamoDB から取得された項目が返されます。それ以外の場合は、設定された処理に従います。

たとえば、PutItemリクエストオブジェクトが次のようになっているとします。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) { 
  const { id, name, version} = ctx.args 
  return { 
    operation: 'PutItem', 
    key: util.dynamodb.toMapValues({foo, bar}), 
    attributeValues: util.dynamodb.toMapValues({ name, version: version+1 }), 
    condition: {  
      expression: "version = :expectedVersion", 
      expressionValues: util.dynamodb.toMapValues({':expectedVersion': version}), 
      equalsIgnore: ['version'] 
    } 
  };
}

現在、DynamoDB にある項目は以下のようになりました。

{ 
   "id" : { "S" : "1" }, 
   "name" : { "S" : "Steve" }, 
   "version" : { "N" : 8 }
}

AWS AppSync DynamoDB 関数は書き込もうとした項目を現在の値と比較し、フィールドのみ異なって
いることを検出します。ただし、versionフィールドは無視するよう設定されているため、処理は成功
として扱われ、DynamoDB から取得された項目が返されます。version

• DeleteItem処理では、AWS AppSync DynamoDB 関数は項目が DynamoDB から返されたことを確認
します。項目が返されなかった場合、処理は成功として扱われます。それ以外の場合は、設定された処
理に従います。

• UpdateItem処理では、AWS AppSync DynamoDB 関数にはDynamoDB に現在ある項目が期待した結果
と一致するかどうかを判定するための十分な情報がないため、設定された処理に従います。

DynamoDB のオブジェクトの現在の状態が期待した結果と異なる場合、AWS AppSync DynamoDB 関数は
設定された処理に従い、ミューテーションを拒否するか、Lambda 関数を呼び出して次の処理を決定しま
す。

「拒否」戦略に従う
Rejectこの戦略に従う場合、AWS AppSync DynamoDB 関数は、ミューテーションに関するエラーを返
すとともに、GraphQLerror レスポンスのdataセクションのフィールドで DynamoDB のオブジェクトの
現在値を返します。DynamoDB から返された項目が関数レスポンスハンドラーにより入力され、クライア
ントが期待する形式に変換されます。

たとえば、次のミューテーションリクエストが指定されたとします。

mutation { 
    updatePerson(id: 1, name: "Steve", expectedVersion: 1) { 
        Name 
        theVersion 
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    }
}

DynamoDB から返された項目が以下のようになっているとします。

{ 
   "id" : { "S" : "1" }, 
   "name" : { "S" : "Steve" }, 
   "version" : { "N" : 8 }
}

この関数のレスポンスハンドラーは次の構造を持ちます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function response(ctx) { 
  const { version, ...values } = ctx.result; 
  const result = { ...values, theVersion: version }; 
  if (ctx.error) { 
    if (error) { 
      return util.appendError(error.message, error.type, result, null); 
    } 
  } 
  return result
}

GraphQL レスポンスは以下のようになります。

{ 
  "data": null, 
  "errors": [ 
    { 
      "message": "The conditional request failed (Service: AmazonDynamoDBv2; 
 Status Code: 400; Error Code: ConditionalCheckFailedException; Request ID: 
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
      "errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException", 
      "data": { 
        "Name": "Steve", 
        "theVersion": 8 
      }, 
      ... 
    } 
  ]
}

また、返されたオブジェクトのフィールドすべてが他のリゾルバーによって入力され、そのミューテー
ションが成功した場合、オブジェクトが error セクションに返されたときに、それらのフィールドは解決
されません。

「カスタム」戦略に従う
Customこの戦略に従う場合、AWS AppSync DynamoDB 関数は Lambda 関数を呼び出して、以下の処理
を決定します。Lambda 関数は以下のオプションのいずれかを選択します。

• reject ミューテーションです。これを指定するとAWS AppSync DynamoDB 関数は設定された戦略さ
れたものとして処理しReject、前のセクションで説明したように、ミューテーションに関するエラーと 
DynamoDB のオブジェクトの現在値を返します。

• discard ミューテーションです。これを指定すると、AWS AppSync 条件チェックで検出されたエラー
を通知することなく無視し、DynamoDB の値を返します。

• retry ミューテーションです。AWS AppSync これを指定DynamoDB 新しいリクエストオブジェクトを
使用してミューテーションを再試行します。
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Lambda 呼び出しリクエスト

AWS AppSync DynamoDB 関数は、で指定されている Lambda 関数を呼び出しますlambdaArn。また、
データソースに設定されたものと同じ service-role-arn を使用します。呼び出しのペイロードは以下
の構造を持ちます。

{ 
    "arguments": { ... }, 
    "requestMapping": {... }, 
    "currentValue": { ... }, 
    "resolver": { ... }, 
    "identity": { ... }
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

arguments

GraphQL ミューテーションの引数です。これは、のリクエストオブジェクトで使用できる引数と同じ
ですcontext.arguments。

requestMapping

この操作のリクエストオブジェクト。
currentValue

DynamoDB のオブジェクトの現在値。
resolver

AWS AppSync リゾルバーまたは関数に関する情報。
identity

呼び出し元に関する情報です。これは、のリクエストオブジェクトで使用できる ID 情報と同じで
すcontext.identity。

完全なペイロードの例を次に示します。

{ 
    "arguments": { 
        "id": "1", 
        "name": "Steve", 
        "expectedVersion": 1 
    }, 
    "requestMapping": { 
        "version" : "2017-02-28", 
        "operation" : "PutItem", 
        "key" : { 
           "id" : { "S" : "1" } 
        }, 
        "attributeValues" : { 
           "name" : { "S" : "Steve" }, 
           "version" : { "N" : 2 } 
        }, 
        "condition" : { 
           "expression" : "version = :expectedVersion", 
           "expressionValues" : { 
               ":expectedVersion" : { "N" : 1 } 
           }, 
           "equalsIgnore": [ "version" ] 
        } 
    }, 
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    "currentValue": { 
        "id" : { "S" : "1" }, 
        "name" : { "S" : "Steve" }, 
        "version" : { "N" : 8 } 
    }, 
    "resolver": { 
        "tableName": "People", 
        "awsRegion": "us-west-2", 
        "parentType": "Mutation", 
        "field": "updatePerson", 
        "outputType": "Person" 
    }, 
    "identity": { 
        "accountId": "123456789012", 
        "sourceIp": "x.x.x.x", 
        "user": "AIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA", 
        "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/appsync" 
    }
}

Lambda 呼び出しレスポンス

Lambda 関数は、呼び出しペイロードを確認し、任意のビジネスロジックを適用して、AWS AppSync 
DynamoDB 関数がエラーを処理する方法を決定することができます。条件チェックで検出されたエラーを
処理するために、以下の 3 つのオプションが指定できます。

• reject ミューテーションです。このオプションのレスポンスペイロードは次の構造を持ちます。

{ 
    "action": "reject"
}

これを指定するとAWS AppSync DynamoDBReject 関数は設定された戦略されたものとして処理し、
上記のセクションで説明したように、ミューテーションに関するエラーと DynamoDB のオブジェクト
の現在値を返します。

• discard ミューテーションです。このオプションのレスポンスペイロードは次の構造を持ちます。

{ 
    "action": "discard"
}

これを指定すると、AWS AppSync 条件チェックで検出されたエラーを通知することなく無視
し、DynamoDB の値を返します。

• retry ミューテーションです。このオプションのレスポンスペイロードは次の構造を持ちます。

{ 
    "action": "retry", 
    "retryMapping": { ... }
}

AWS AppSync これを指定DynamoDB 新しいリクエストオブジェクトを使用してミューテーションを再
試行します。retryMappingセクションの構造は DynamoDB の処理によって異なり、その処理の完全
なリクエストオブジェクトのサブセットとなります。

PutItem の場合、retryMapping セクションは次の構造を持ちます。attributeValuesこのフィー
ルドの説明については、を参照してくださいPutItem。

{ 
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    "attributeValues": { ... }, 
    "condition": { 
        "equalsIgnore" = [ ... ], 
        "consistentRead" = true 
    }
}

UpdateItem の場合、retryMapping セクションは次の構造を持ちます。updateセクションの説明に
ついては、を参照してくださいUpdateItem。

{ 
    "update" : { 
        "expression" : "someExpression" 
        "expressionNames" : { 
            "#foo" : "foo" 
        }, 
        "expressionValues" : { 
            ":bar" : ... typed value 
        } 
    }, 
    "condition": { 
        "consistentRead" = true 
    }
}

DeleteItem の場合、retryMapping セクションは次の構造を持ちます。

{ 
    "condition": { 
        "consistentRead" = true 
    }
}

使用する別の処理やキーを指定する方法はありません。AWS AppSync DynamoDB の関数は、同
じオブジェクトに対する同じ処理の再試行のみが可能です。また、condition セクションでは
conditionalCheckFailedHandler は指定できません。再試行が失敗した場合、AWS AppSync 
DynamoDBReject 関数はその構造を持ちます。

以下は、失敗した PutItem リクエストを処理する Lambda 関数の例です。ビジネスロジックは呼び出し
元を調べます。呼び出し元が jeffTheAdmin の場合は、リクエストを再試行して、現在 DynamoDB にあ
る項目の version と expectedVersion を更新します。それ以外の場合は、ミューテーションを拒否し
ます。

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log("Event: "+ JSON.stringify(event)); 

    // Business logic goes here. 

    var response; 
    if ( event.identity.user == "jeffTheAdmin" ) { 
        response = { 
            "action" : "retry", 
            "retryMapping" : { 
                "attributeValues" : event.requestMapping.attributeValues, 
                "condition" : { 
                    "expression" : event.requestMapping.condition.expression, 
                    "expressionValues" : event.requestMapping.condition.expressionValues 
                } 
            } 
        } 
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        response.retryMapping.attributeValues.version = { "N" : 
 event.currentValue.version.N + 1 } 
        response.retryMapping.condition.expressionValues[':expectedVersion'] = 
 event.currentValue.version 

    } else { 
        response = { "action" : "reject" } 
    } 

    console.log("Response: "+ JSON.stringify(response)) 
    callback(null, response)
};

トランザクションの条件式
トランザクション条件式は、、、TransactWriteItems、の 4 種類の操作すべてのリクエストで使用で
きますConditionCheck。PutItemDeleteItemUpdateItem

PutItem、DeleteItem、およびの場合UpdateItem、トランザクション条件式はオプションです。につ
いてはConditionCheck、トランザクション条件式が必要です。

例 1
DeleteItem次のトランザクション関数リクエストハンドラには条件式がありません。その結
果、DynamoDB の項目が削除されます。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { postId } = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'TransactWriteItems', 
    transactItems: [ 
      { 
        table: 'posts', 
        operation: 'DeleteItem', 
        key: util.dynamodb.toMapValues({ postId }), 
      } 
    ], 
  };
}

例 2
DeleteItem次のトランザクション関数リクエストハンドラーにはトランザクション条件式があります。
この場合、その投稿の作者が特定の名前と等しい場合のみ処理が成功します。

import { util } from '@aws-appsync/utils';

export function request(ctx) { 
  const { postId, authorName} = ctx.args; 
  return { 
    operation: 'TransactWriteItems', 
    transactItems: [ 
      { 
        table: 'posts', 
        operation: 'DeleteItem', 
        key: util.dynamodb.toMapValues({ postId }), 
        condition: util.transform.toDynamoDBConditionExpression({ 
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          authorName: { eq: authorName }, 
        }), 
      } 
    ], 
  };
}

条件チェックが失敗すると、TransactionCanceledException が発生し、エラーの詳細が
ctx.result.cancellationReasons で返されます。デフォルトでは、条件チェックの失敗となった 
DynamoDB の古い項目が戻されますctx.result.cancellationReasons。

条件を指定する
PutItem、UpdateItem、DeleteItemおよびリクエストオブジェクトはすべて、conditionオプション
のセクションを指定できます。省略した場合、条件チェックは実行されません。指定した場合、処理が成
功するには、条件が true となる必要があります。ConditionCheck では、condition セクションを指
定する必要があります。トランザクション全体が成功するためには、条件が true でなければなりません。

condition セクションは以下の構造を持ちます。

type TransactConditionCheckExpression = { 
  expression: string; 
  expressionNames?: { [key: string]: string }; 
  expressionValues?: { [key: string]: string }; 
  returnValuesOnConditionCheckFailure: boolean;
};

以下のフィールドに条件を指定します。

expression

更新式そのものを指定します。条件式の記述方法DynamoDB ConditionExpressions 「 このフィールド
の指定は必須です。

expressionNames

式の属性名のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは expression で
使用される名前のプレースホルダーに対応し、値は DynamoDB の項目の属性名と一致する文字列で
なければなりません。このフィールドはオプションであり、expression で使用される式の属性名のプ
レースホルダーのみを入力します。

expressionValues

式の属性値のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは expression で
使用される値のプレースホルダーに対応し、値は型付き値でなければなりません。「入力値」を指定
する方法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピング)」を参照してください。この
指定は必須です。このフィールドはオプションであり、expression で使用される式の属性値のプレー
スホルダーのみを入力します。

returnValuesOnConditionCheckFailure

条件チェックが失敗した場合に、DynamoDB の項目を取得し直すかどうかを指定します。取得され
た項目は ctx.result.cancellationReasons[<index>].item にあります。ここで <index>
は、条件チェックに失敗したリクエスト項目のインデックスです。この値のデフォルトは true です。

計画
、、GetItem、Scan、TransactGetItemsおよびオペレーションを使用して DynamoDB のオ
ブジェクトを読み取る場合、必要な属性を識別するプロジェクションをオプションで指定できま
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す。QueryBatchGetItemプロジェクションプロパティの構造は次のようになります。これはフィルター
に似ています。

type DynamoDBExpression = { 
  expression: string; 
  expressionNames?: { [key: string]: string}
};

各フィールドの定義は以下のようになります。

expression

プロジェクションエクスプレッション (文字列)。1 つの属性を取得するには、名前を指定します。複
数の属性の場合、名前をカンマで区切る必要があります。プロジェクションエクスプレッションの記
述方法の詳細については、DynamoDB プロジェクションエクスプレッションのドキュメントを参照し
てください。このフィールドは必須です。

expressionNames

キーと値のペアの形式でのエクスプレッション属性名のプレースホルダーの代用。キー
は、expression で使用される名前のプレースホルダーに対応します。値は、DynamoDB の項目の
属性名に対応する文字列である必要があります。このフィールドはオプションで、expressionで使
用されているエクスプレッション属性名のプレースホルダーの代わりにのみ入力してください。の詳
細についてはexpressionNames、DynamoDB のドキュメントを参照してください。

例 1
次の例は、author属性と DynamoDB JavaScript id から返される関数のプロジェクションセクションで
す。

projection : { 
    expression : "#author, id", 
    expressionNames : { 
        "#author" : "author" 
    }
}

Tip

GraphQL リクエスト選択セットには、を使用してアクセスできますselectionSetList。このフィー
ルドでは、必要に応じてプロジェクションエクスプレッションを動的に構成できます。

Note

QueryScanおよび演算で投影式を使用する場合、selectの値はでなければなりませ
んSPECIFIC_ATTRIBUTES。詳細については、DynamoDB のドキュメントを参照してくださ
い。

JavaScript のリゾルバー関数リファレンス 
OpenSearch

Amazon OpenSearch ServiceAWS AppSync のリゾルバーにより、GraphQL を使用してアカウントの既
存の OpenSearch サービスドメインに対してデータを保存または取得することが可能になります。このリ
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ゾルバーにより、受信した GraphQL リクエストを OpenSearch GraphQL にマッピングすることができま
す。 OpenSearch このセクションでは、サポートされている OpenSearch Service オペレーションの関数
リクエストハンドラーとレスポンスハンドラーについて説明します。

リクエスト
OpenSearch ほとんどのサービスリクエストオブジェクトには共通の構造があり、一部が変更されるだけ
です。次の例では、 OpenSearch postドキュメントの種類とインデックスが次のサービスドメインに対し
て検索を実行しますid。検索パラメータは body セクションで定義され、query フィールドで定義されて
いる多くの一般的なクエリの句を使用します。この例では "Nadia"、または "Bailey"、あるいはその両
方を、ドキュメントの author フィールドに含むドキュメントを検索します。

export function request(ctx) { 
  return { 
    operation: 'GET', 
    path: '/id/post/_search', 
    params: { 
      headers: {}, 
      queryString: {}, 
      body: { 
        from: 0, 
        size: 50, 
        query: { 
          bool: { 
            should: [ 
              { match: { author: 'Nadia' } }, 
              { match: { author: 'Bailey' } }, 
            ], 
          }, 
        }, 
      }, 
    }, 
  };
}

応答
他のデータソースと同様に、 OpenSearch ServiceAWS AppSync はレスポンスを GraphQL タイプに変換
する必要があります。

ほとんどのGraphQLクエリは、_source OpenSearch サービスレスポンスからフィールドを探して
います。検索を実行して個々のドキュメントまたはドキュメントのリストを返すことができるため、 
OpenSearch Service では一般的に次の 2 つの応答パターンが使用されます。

結果のリスト

export function response(ctx) { 
  const entries = []; 
  for (const entry of ctx.result.hits.hits) { 
    entries.push(entry['_source']); 
  } 
  return entries;
}

個別項目

export function response(ctx) { 
  return ctx.result['_source']
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}

operation field
(リクエストハンドラのみ)

HTTP メソッドまたは動作 (GET、PUT、HEAD、HEAD、HEAD、HEAD、HEAD、HEAD、HEAD、 
OpenSearch HEAD、HEADAWS AppSync キーと値の両方が文字列である必要があります。

"operation" : "PUT"

path field
(リクエストハンドラのみ)

OpenSearch からのサービスリクエストの検索パスAWS AppSync。これはオペレーションの HTTP 動作に
対する URL を作成します。キーと値の両方が文字列である必要があります。

"path" : "/indexname/type"

"path" : "/indexname/type/_search"

リクエストハンドラーが評価されると、 OpenSearch このパスはサービスドメインを含む HTTP リクエス
トの一部として送信されます。たとえば、前の例では次のように変換される可能性があります。

GET https://opensearch-domain-name.REGION.es.amazonaws.com/indexname/type/_search

params field
(リクエストハンドラのみ)

検索実行時のアクションを指定するために使用され、一般に、query 値を body 内に設定します。ただし、
レスポンスのフォーマットなど、他のいくつかの機能を設定できます。

• ヘッダ

ヘッダー情報は、キーと値のペアです。キーと値の両方が文字列である必要があります。例:

"headers" : { 
    "Content-Type" : "application/json"
}

Note

AWS AppSync 現在 JSON のみをサポートしていますContent-Type。
• queryString

一般的なオプション (JSON レスポンスのコードフォーマットなど) を指定するキーと値のペア。キーと
値の両方が文字列である必要があります。たとえば、整形表示の JSON を取得する場合は、次を使用し
ます。

"queryString" : { 
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    "pretty" : "true"
}

• body

これは、リクエストの主要部で OpenSearch ServiceAWS AppSync ドメインに整形表示の検索リクエス
トを作成できます。キーはオブジェクトで構成される文字列である必要があります。2 つのデモを以下
に示します。

例 1

都市が「seattle」に一致するすべてのドキュメントを返します。

export function request(ctx) { 
  return { 
    operation: 'GET', 
    path: '/id/post/_search', 
    params: { 
      headers: {}, 
      queryString: {}, 
      body: { from: 0, size: 50, query: { match: { city: 'seattle' } } }, 
    }, 
  };
}

例 2

都市または州が「washington」に一致するすべてのドキュメントを返します。

export function request(ctx) { 
  return { 
    operation: 'GET', 
    path: '/id/post/_search', 
    params: { 
      headers: {}, 
      queryString: {}, 
      body: { 
        from: 0, 
        size: 50, 
        query: { 
          multi_match: { query: 'washington', fields: ['city', 'state'] }, 
        }, 
      }, 
    }, 
  };
}

変数の受け渡し
(リクエストハンドラのみ)

また、リクエストハンドラーの評価の一部として変数を渡すこともできます。たとえば、次のような 
GraphQL クエリがあるとします。

query { 
    searchForState(state: "washington"){ 
        ... 
    }
}
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関数リクエストハンドラは次のようになります。

export function request(ctx) { 
  return { 
    operation: 'GET', 
    path: '/id/post/_search', 
    params: { 
      headers: {}, 
      queryString: {}, 
      body: { 
        from: 0, 
        size: 50, 
        query: { 
          multi_match: { query: ctx.args.state, fields: ['city', 'state'] }, 
        }, 
      }, 
    }, 
  };
}

JavaScript Lambda のリゾルバー関数リファレンス
forAWS AppSync 関数を使用して、AWS Lambdaリクエストをアカウント内の LambdaAWS AppSync 関
数に変換し、Lambda 関数からの応答をに戻すことができますAWS AppSync。リクエストオブジェクトで
実行する操作の種類を指定することもできます。このセクションでは、サポートされている Lambda オペ
レーションのリクエストについて説明します。

リクエストオブジェクト
Lambda リクエストオブジェクトは非常にシンプルで、できるだけ多くのコンテキスト情報を Lambda 関
数に渡すことができます。

type LambdaRequest = { 
  operation: 'Invoke' | 'BatchInvoke'; 
  payload: any;
}; 

fieldコンテキストから値と GraphQL フィールド引数を渡す例を次に示します。

export function request(ctx) { 
  return { 
    operation: 'Invoke', 
    payload: { field: 'getPost', arguments: ctx.args }, 
  };
}

マッピングドキュメント全体が Lambda 関数への入力として渡されるため、前の例は次のようになりま
す。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "getPost", 
        "arguments": { 
            "id": "postId1" 
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        } 
    }
}

Operation
Lambda データソースでは、と 2Invoke つのオペレーションを定義できますBatchInvoke。Invokeこ
の操作により、GraphQL フィールドリゾルバーごとに LambdaAWS AppSync 関数を呼び出すことが通知
されます。 BatchInvokeAWS AppSync 現在のGraphQLフィールドのリクエストをバッチ処理するよう
に指示します。

operation は必須です。

の場合Invoke、解決されたリクエストは Lambda 関数の入力ペイロードと完全に一致します。そこで、
次のリクエストハンドラーの例を示します。

export function request(ctx) { 
  return { 
    operation: 'Invoke', 
    payload: { field: 'getPost', arguments: ctx.args }, 
  };
}

解決され、次の内容が Lambda 関数に渡されます。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "arguments": { 
            "id": "postId1" 
        } 
    }
}

の場合BatchInvoke、リクエストはバッチ内のすべてのフィールドリゾルバーに適用されます。簡潔さの
ために、payloadすべてのリクエスト値を、AWS AppSync リクエストオブジェクトに一致する単一オブ
ジェクトの下にリストにマージします。

次のリクエストハンドラーの例はマージを示しています。

export function request(ctx) { 
  return { 
    operation: 'Invoke', 
    payload: ctx, 
  };
}

このリクエストは評価され、次のマッピングドキュメントに解決されます。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "BatchInvoke", 
    "payload": [ 
        {...}, // context for batch item 1 
        {...}, // context for batch item 2 
        {...}  // context for batch item 3 
    ]
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}

ここで payload リストの各要素は、1 回のバッチ項目に対応しています。また、Lambda 関数はリスト形
式のレスポンスを返すことが予期され、次のように、各項目はリクエストで送信された順序になります。

[ 
    { "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null }, // result for batch item 1 
    { "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null }, // result for batch item 2 
    { "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null }  // result for batch item 3
]

operation は必須です。

Payload
payloadフィールドは、Lambda 関数に任意のデータを渡すために使用できるコンテナです。

operationフィールドがに設定されている場合BatchInvoke、AWS AppSync payload既存の値をリス
トにまとめます。

payload は省略可能です。

レスポンスオブジェクト
他のデータソースと同様に、Lambda 関数はレスポンスを送信します。AWS AppSync これは GraphQL タ
イプに変換する必要があります。

Lambda 関数の結果は、context結果プロパティ (context.result) に設定されます。

Lambda 関数応答の形状が GraphQL 型の形状と完全に一致する場合は、次の関数応答ハンドラーを使用し
て応答を転送できます。

export function response(ctx) { 
  return ctx.result
}

レスポンスオブジェクトには必須フィールドや形状制限はありません。ただし、GraphQL は厳密に型指定
されているため、解決された応答は期待される GraphQL タイプと一致する必要があります。

Lambda 関数のバッチ処理されたレスポンス
operation フィールドが BatchInvoke に設定されている場合、AWS AppSync は Lambda 関数からの
項目のリストを想定します。AWS AppSync で、それぞれの結果を元のリクエスト項目にマッピングする
ためには、レスポンスリストでサイズと順番が一致する必要があります。nullレスポンスリストに項目が
あっても問題ありません。それに応じてctx.result null に設定されます。

JavaScript EventBridge データソース用リゾルバー
関数リファレンス

AWS AppSync EventBridge データソースで使用されるリゾルバー関数のリクエストとレスポンスにより、
カスタムイベントを Amazon EventBridge バスに送信できます。
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リクエスト
リクエストハンドラーを使用すると、 EventBridge 複数のカスタムイベントをイベントバスに送信できま
す。

export function request(ctx) { 
  return { 
    "operation" : "PutEvents", 
    "events" : [{}] 
  }
}

EventBridge PutEventsリクエストには次のタイプ定義があります。

type PutEventsRequest = { 
  operation: 'PutEvents' 
  events: { 
    source: string 
    detail: { [key: string]: any } 
    detailType: string 
    resources?: string[] 
    time?: string // RFC3339 Timestamp format 
  }[]
}

応答
PutEvents操作が成功すると、 EventBridge からの応答が以下に含まれますctx.result。

export function response(ctx) { 
  if(ctx.error) 
    util.error(ctx.error.message, ctx.error.type, ctx.result) 
  else 
    return ctx.result
}

PutEventsInternalExceptionsTimeoutsやなどの操作の実行中に発生するエラーは、に表示されま
すctx.error。 EventBridgeよくあるエラーの一覧については、EventBridge よくあるエラーリファレン
スをご覧ください。

resultには次のタイプ定義があります。

type PutEventsResult = { 
  Entries: { 
    ErrorCode: string 
    ErrorMessage: string 
    EventId: string 
  }[] 
  FailedEntry: number
}

• エントリー

取り込まれたイベントの結果は、成功したものと失敗したものの両方です。取り込みが成功する
と、EventIDエントリにはが入ります。それ以外の場合は、ErrorCodeErrorMessageとを使用して
エントリの問題を特定できます。

各レコードについて、レスポンス要素のインデックスはリクエスト配列のインデックスと同じです。
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• FailedEntryCount

失敗したエントリの数。この値は整数として表されます。

の応答の詳細についてはPutEvents、を参照してくださいPutEvents。

サンプルレスポンス1

次の例は、2PutEvents つのイベントが成功した操作です。

{ 
    "Entries" : [  
        { 
            "EventId": "11710aed-b79e-4468-a20b-bb3c0c3b4860" 
        },  
        { 
            "EventId": "d804d26a-88db-4b66-9eaf-9a11c708ae82" 
        } 
    ], 
    "FailedEntryCount" : 0
}

サンプルレスポンス2

次の例は、3 つのイベント (2 つの成功、1 つの失敗)PutEvents を伴う操作です。

{ 
    "Entries" : [  
        { 
            "EventId": "11710aed-b79e-4468-a20b-bb3c0c3b4860" 
        },  
        { 
            "EventId": "d804d26a-88db-4b66-9eaf-9a11c708ae82" 
        }, 
        { 
            "ErrorCode" : "SampleErrorCode", 
            "ErrorMessage" : "Sample Error Message" 
        } 
    ], 
    "FailedEntryCount" : 1
}

PutEvents field
• バージョン

すべてのリクエストマッピングテンプレートに共通で、versionフィールドはテンプレートが使用する
バージョンを定義します。このフィールドは必須です。2018-05-29この値は、 EventBridge マッピン
グテンプレートでサポートされている唯一のバージョンです。

• オペレーション

サポートされている操作はだけですPutEvents。この操作により、カスタムイベントをイベントバスに
追加できます。

• イベント

イベントバスに追加されるイベントの配列。この配列には 1 ～ 10 個のアイテムが割り当てられている
必要があります。

Event オブジェクトには以下のフィールドがあります。
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• "source": イベントのソースを定義する文字列。
• "detail": イベントに関する情報を添付するために使用できる JSON オブジェクト。このフィールド

は空の map ({ }) でもかまいません。
• "detailType: イベントのタイプを識別する文字列。
• "resources": イベントにかかわるリソースを識別する文字列の JSON 配列。このフィールドは空白

の配列にすることができます。
• "time": 文字列として提供されたイベントのタイムスタンプ。これはRFC3339のタイムスタンプ形式

に従う必要があります。

以下のスニペットは、Event有効なオブジェクトの例です。

例 1

{ 
    "source" : "source1", 
    "detail" : { 
        "key1" : [1,2,3,4], 
        "key2" : "strval" 
    }, 
    "detailType" : "sampleDetailType", 
    "resources" : ["Resouce1", "Resource2"], 
    "time" : "2022-01-10T05:00:10Z"
}

例 2

{ 
    "source" : "source1", 
    "detail" : {}, 
    "detailType" : "sampleDetailType"
}

例 3

{ 
    "source" : "source1", 
    "detail" : { 
        "key1" : 1200 
    }, 
    "detailType" : "sampleDetailType", 
    "resources" : []
}

JavaScript None データソースのリゾルバー関数リ
ファレンス

データソースタイプ NoneAWS AppSync  向けのリゾルバー関数リクエストアンドレスポンスは、AWS 
AppSync ローカルオペレーションに対するリクエストの形状を定義できます。

リクエスト
リクエストハンドラーはシンプルで、payloadフィールドを介してできるだけ多くのコンテキスト情報を
渡すことができます。
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type NONERequest = { 
  payload: any;
};

以下に示しているのは、ペイロードにフィールド引数を渡すようにした例です。

export function request(ctx) { 
  return { 
    payload: context.args 
  };
}

payloadフィールドの値は関数応答ハンドラーに転送され、で使用できますcontext.result。

Payload
payloadフィールドは任意のデータを渡すために使用できるコンテナで、その後関数応答ハンドラーで使
用できるようになります。

payload フィールドはオプションです。

応答
データソースがないため、payloadフィールドの値は関数応答ハンドラーに転送さ
れ、context.resultプロパティに設定されます。

payloadフィールド値の形状が GraphQL タイプの形状と完全に一致する場合、次の応答ハンドラーを使
用して応答を転送できます。

export function request(ctx) { 
  return ctx.result;
}

リターンレスポンスには必須フィールドや形状制限はありません。ただし、GraphQL は厳密に型指定され
ているため、解決された応答は想定される GraphQL タイプと一致する必要があります。

JavaScript HTTP 用リゾルバー関数リファレンス
AWS AppSync HTTP リゾルバー関数を使用すると、から HTTP エンドポイントにリクエストを送
り、HTTP エンドポイントからAWS AppSync HTTP エンドポイントから HTTP エンドポイントからにレ
スポンスを返すことができますAWS AppSync。リクエストハンドラーを使用して、AWS AppSync 呼び出
されるオペレーションの特性に関して、ヒントを渡すこともできます。このセクションでは、サポートさ
れている HTTP リゾルバーにさまざまな設定を渡すこともできます。

リクエスト
type HTTPRequest = { 
  method: 'PUT' | 'POST' | 'GET' | 'DELETE' | 'PATCH'; 
  params?: { 
    query?: { [key: string]: any }; 
    headers?: { [key: string]: string }; 
    body?: string; 
  }; 
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  resourcePath: string;
};

以下のスニペットに、HTTP POST リクエスト例を示します。text/plain

export function request(ctx) { 
  return { 
    method: 'POST', 
    params: { 
      headers: { 'Content-Type': 'text/plain' }, 
      body: 'this is an example of text body', 
    }, 
    resourcePath: '/', 
  };
}

[Method] (メソッド)
リクエストハンドラーのみ

HTTP メソッド (GET、POST、PUT、PATCH または DELETE 動作) で AWS AppSync が HTTP エンドポ
イントに送信します。

"method": "PUT"

ResourcePath
リクエストハンドラーのみ

アクセス対象のリソースパスです。リソースパスは、HTTP データソースのエンドポイントと、AWS 
AppSync サービスのリクエスト送信先の URL で構成されます。

"resourcePath": "/v1/users"

リクエストが評価されると、このパスは HTTP エンドポイントを含む HTTP リクエストの一部として送信
されます。たとえば、前の例では次のように変換される可能性があります。

PUT <endpoint>/v1/users

パラメータフィールド
リクエストハンドラーのみ

検索実行時のアクションを指定するために使用され、一般に、query 値を body 内に設定します。ただし、
レスポンスのフォーマットなど、他のいくつかの機能を設定できます。

ヘッダ

ヘッダー情報は、キーと値のペアです。キーと値の両方が文字列である必要があります。

例:

"headers" : { 
    "Content-Type" : "application/json"
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}

現在サポートされている Content-Type ヘッダーは以下のとおりです。

text/*
application/xml
application/json
application/soap+xml
application/x-amz-json-1.0
application/x-amz-json-1.1
application/vnd.api+json
application/x-ndjson

以下の HTTP ヘッダーは設定できません。

HOST
CONNECTION
USER-AGENT
EXPECTATION
TRANSFER_ENCODING
CONTENT_LENGTH

query

一般的なオプション (JSON レスポンスのコードフォーマットなど) を指定するキーと値のペア。キー
と値の両方が文字列である必要があります。次の例では、?type=json としてクエリ文字列を送信す
る方法を示しています。

"query" : { 
    "type" : "json"
}

body

ボディには、設定の際に選択する HTTP リクエストボディが含まれています。リクエストボディは、
コンテンツタイプが charset に指定されている場合を除き、常に UTF-8 でエンコードされた文字列で
す。

"body":"body string"
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VTL のリゾルバーマッピングテンプ
レートリファレンス

以下のセクションでは、ユーティリティ操作をマッピングテンプレートで使用する方法について説明しま
す。

トピック
• リゾルバーのマッピングテンプレートの概要 (p. 450)
• のリゾルバーのマッピングテンプレートプログラミングテンプレートプログラミングガイド (p. 457)
• リゾルバーのマッピングテンプレートのコンテキストリファレンス (p. 468)
• リゾルバーのマッピングテンプレートユーティリティーリファレンス (p. 476)
• DynamoDB のリゾルバーのマッピングテンプレートリファレンス (p. 514)
• RDS のリゾルバーのマッピングテンプレートリファレンス (p. 566)
• のリゾルバーのマッピングリファレンス OpenSearch (p. 569)
• Lambda のリゾルバーのマッピングテンプレートリファレンス (p. 572)
• のリゾルバーのマッピングテンプレートリファレンス EventBridge (p. 579)
• None データソースのリゾルバーマッピングテンプレートリファレンス (p. 582)
• HTTP 対応のリゾルバーのマッピングテンプレートリファレンス (p. 584)
• リゾルバマッピングテンプレートの変更ログ (p. 627)

 リゾルバーのマッピングテンプレートの概要
AWS AppSync リソースに対してオペレーションを実行して GraphQL リクエストに応答答できます。クエ
リ や ミューテーション など、実行する GraphQL フィールドごとに、データソースとやり取りするために
リゾルバーをアタッチする必要があります。通常、この通信はパラメータを介して行うか、データソース
に固有の処理を使用します。

リゾルバーは GraphQL とデータソースの間のコネクタです。マッピングテンプレートは、受信した 
GraphQLAWS AppSync リクエストをバックエンドのデータソースへの指示に変換する方法と、そのデー
タソースからのレスポンスを GraphQL のレスポンスを GraphQL のレスポンスを GraphQL のレスポン
スを GraphQL のレスポンスを Graph これらは Apache Velocity テンプレート言語 (VTL) で記述されて
おり、リクエストを入力として受け取り、リゾルバーへの指示を含む JSON ドキュメントを出力しま
す。GraphQL フィールドから引数を渡すなどの簡単な指示や、引数の指定により、項目をビルドしてから 
DynamoDB への挿入を繰り返すといったより複雑な指示をマッピングテンプレートを使用して行えます。

リゾルバーには、マッピングテンプレートをわずかに異なる方法で活用する 2 種類のリゾルバーとして 2 
種類のリゾルバーがあります。AWS AppSync

• ユニットリゾルバー
• パイプラインリゾルバー

ユニットリゾルバー
ユニットリゾルバーは、要求と応答のテンプレートのみを含む自己完結型のエンティティです。1 つの
データソースから項目を一覧表示するなどのシンプルな 1 つのオペレーションに、この種類のリゾルバー
を使用します。
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• リクエストテンプレート: GraphQL オペレーションが解析された後に受信リクエストを受け取り、選択
されたデータソースオペレーション用のリクエスト設定に変換します。

• レスポンステンプレート: データソースからのレスポンスを解釈し、GraphQL フィールド出力タイプの
形式にマッピングします。

パイプラインリゾルバー
パイプラインリゾルバーには、順番に実行される 1 つ以上の関数が含まれています。各関数には、リク
エストテンプレートとレスポンステンプレートが含まれています。パイプラインのリゾルバーには、一連
の関数を囲むテンプレートである before テンプレートとafter テンプレートも含まれています。After テン
プレートは GraphQL フィールド出力タイプにマッピングします。パイプラインのリゾルバーは、レスポ
ンステンプレートの出力をマッピングする点でユニットリゾルバーとは異なります。パイプラインリゾル
バーは、別の関数の入力や、パイプラインリゾルバーのafterテンプレートを含むどんな出力でもマッピン
グできます。

パイプラインリゾルバー機能では、スキーマ内の複数のリゾルバーにまたがって再利用できる共通のロ
ジックを作成できます。関数はデータソースに直接アタッチされており、ユニットリゾルバーのものと同
じリクエストおよびレスポンスマッピングテンプレート形式を含んでいます。

次の図は、左側がユニットリゾルバー、右側がパイプラインリゾルバーのプロセスフローを示していま
す。

パイプラインリゾルバーには、少々複雑になるものの、ユニットリゾルバーが提供する機能の上位集合が
含まれています。

パイプラインリゾルバーの仕組み
パイプラインリゾルバーは、マッピング前テンプレート、マッピング後テンプレート、および関数のリス
トで構成されています。各関数には、データソースに対して実行される要求と応答のマッピングテンプ
レートがあります。パイプラインリゾルバーは実行をリスト内の関数に委任するため、いずれのデータ
ソースにもリンクされていません。ユニットリゾルバーと関数は、データソースに対してオペレーション
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を実行するプリミティブです。詳細については、リゾルバーマッピングテンプレートの概要を参照してく
ださい (p. 450)。

After マッピングテンプレート

パイプラインリゾルバーのリクエストマッピングテンプレート、つまり「処理前」ステップを使用する
と、定義済みの機能を実行する前に何らかの準備ロジックを実行できます。

関数のリスト

パイプラインリゾルバーが順番に実行する関数のリスト。パイプラインリゾルバーのリクエストマッピン
グテンプレートの評価結果は、最初の関数で $ctx.prev.result として使用可能になります。各関数の
出力は、以下の関数で $ctx.prev.result として使用可能です。

After マッピングテンプレート

パイプラインリゾルバーのレスポンスマッピングテンプレートまたはアフターステップを使用すると、最
後の関数の出力から想定される GraphQL フィールドタイプへの最終的なマッピングロジックを実行でき
ます。関数のリストの最後にある関数の出力は、パイプラインリゾルバーのマッピングテンプレートで
$ctx.prev.result または $ctx.result として使用可能です。

実行フロー

パイプラインリゾルバーが 2 つの関数で構成されている場合、以下のリストはリゾルバーが呼び出された
ときの実行フローを示しています。
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1. パイプラインリゾルバーのマッピング前テンプレート
2. 関数 1: 関数のリクエストマッピングテンプレート
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3. 関数 1: データソースの呼び出し
4. 関数 1: 関数のレスポンスマッピングテンプレート
5. 関数 2: 関数のリクエストマッピングテンプレート
6. 関数 2: データソースの呼び出し
7. 関数 2: 関数のレスポンスマッピングテンプレート
8. パイプラインリゾルバーマッピング後のテンプレート

Note

パイプラインリゾルバーの実行フローは単方向であり、リゾルバーで静的に定義されています。

便利な Apache ベロシティテンプレート言語 (VTL) ユーティリティ

アプリケーションの複雑さが増すにつれて、開発生産性を促進するのが、VTL ユーティリティとディレク
ティブの目的です。パイプラインリゾルバーでの作業には、以下のユーティリティが役立ちます。

$ctx.stash

スタッシュは、Map各リゾルバーと関数マッピングテンプレート内で使用できるものです。同じ stash イ
ンスタンスは 1 つのリゾルバーの実行を通して存続します。つまり、stash を使用して、リクエストとレ
スポンスのマッピングテンプレート間、およびパイプラインリゾルバーの関数間で、任意のデータを渡す
ことができます。スタッシュは Java マップデータ構造と同じメソッドを公開します。

$ctx.prev.result

は、$ctx.prev.resultパイプラインリゾルバーで実行された前回の操作の結果を表します。

前のオペレーションがパイプラインリゾルバーのAfter マッピングテンプレート (After マッピングテン
プレート)$ctx.prev.result を行うための出力を表し、パイプラインの最初の関数に使用可能になり
ます。前のオペレーションが最初の関数であった場合、$ctx.prev.result は最初の関数の出力を表
し、パイプライン内の 2 番目の関数に使用可能になります。前のオペレーションが最後の関数であった場
合、$ctx.prev.resultは最後の関数の出力を表し、パイプラインリゾルバーのAfter マッピングテンプ
レート (After マッピングテンプレート) に使用可能になります。

#return(data: Object)

マッピングテンプレートから途中で戻る必要がある場合は、#return(data: Object) ディレクティブ
が便利です。#return(data: Object) は、プログラミング言語の return キーワードと似ています。こ
れは、最も近いスコープのロジックブロックから戻るためです。つまり、リゾルバーのマッピングテンプ
レート内で #return を使用すると、リゾルバーから戻ることになります。リゾルバーのマッピングテン
プレートで #return(data: Object) を使用すると、GraphQL フィールドに data が設定されます。さ
らに、関数のマッピングテンプレートから #return(data: Object) を使用すると、実行が関数から戻
り、パイプライン内の次の関数に、またはリゾルバーのレスポンスマッピングテンプレートに継続されま
す。

#return

これはと同じですが#return(data: Object)、null代わりに返されます。

$util.error

$util.error ユーティリティはフィールドエラーをスローするのに便利です。関数のマッピングテンプ
レート内で $util.error を使用すると、フィールドエラーがすぐにスローされ、それ以降の関数が実行
されなくなります。$util.error詳細やその他のシグネチャについては、リゾルバーマッピングテンプ
レートユーティリティリファレンスをご覧ください (p. 476)。
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$util.appendError

注意: $util.appendError は $util.error() と似ていますが、マッピングテンプレートの評価を中
断しないという違いがあります。代わりに、フィールドにエラーがあったことを通知します。ただし、テ
ンプレートを評価し、データを引き続き返すことも可能です。関数内で $util.appendError を使用し
ても、パイプラインの実行フローは中断されません。$util.error詳細やその他のシグネチャについて
は、リゾルバーマッピングテンプレートユーティリティリファレンスをご覧ください (p. 476)。

テンプレートの例
DynamoDB データソースがあり、また次の GraphQL クエリによりPost型を返す 1 つのフィールドのユ
ニットリゾルバーがあるとします。getPost(id:ID!)

getPost(id:1){ 
    id 
    title 
    content
}

リゾルバーのテンプレートは以下のようになります。

     { 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "GetItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }
}

これは、id の入力パラメータ値 1 を ${ctx.args.id} に置き換え、次の JSON を生成します。

     { 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "GetItem", 
    "key" : { 
        "id" : { "S" : "1" } 
    }
}

AWS AppSync はこのテンプレートを使用して、DynamoDB との通信とデータの取得 (または必要に応じ
てその他の処理) を行うための指示を生成します。データが返されたら、AWS AppSync はオプションのレ
スポンスマッピングテンプレートを使用してこの指示を実行します。このテンプレートは、データの形式
操作またはロジックを実行するために使用できます。たとえば、DynamoDB から次のような結果を取得し
ます。

{ 
        "id" : 1, 
        "theTitle" : "AWS AppSync works offline!", 
        "theContent-part1" : "It also has realtime functionality", 
        "theContent-part2" : "using GraphQL"
}

次のようなレスポンスマッピングテンプレートを使用して、2 つのフィールドを 1 つのフィールドに結合
することもできます。

{ 
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        "id" : $util.toJson($context.data.id), 
        "title" : $util.toJson($context.data.theTitle), 
        "content" : $util.toJson("${context.data.theContent-part1} 
 ${context.data.theContent-part2}")
}

テンプレートがデータに適用されると、データは次のように成形されます。

{ 
        "id" : 1, 
        "title" : "AWS AppSync works offline!", 
        "content" : "It also has realtime functionality using GraphQL"
}

このデータは以下のように、クライアントへのレスポンスとして返されます。

{ 
        "data": { 
                "getPost":      { 
                        "id" : 1, 
                        "title" : "AWS AppSync works offline!", 
                        "content" : "It also has realtime functionality using GraphQL" 
                } 
        }
}

ほとんどの場合、レスポンスマッピングテンプレートはデータを単純に転送します。個々の項目や項目の
リストを返す場合は、大きく異なります。個々の項目について、パススルーは次のようになります。

$util.toJson($context.result)

リストについて、パススルーは通常次のようになります。

$util.toJson($context.result.items)

ユニットリゾルバーとパイプラインリゾルバーの両方のさらに多くの例については、リゾルバーのチュー
トリアル (p. 115)を参照してください。

評価されたマッピングテンプレートの逆シリアル化
ルール
マッピングテンプレートは文字列として評価されます。AWS AppSync では、出力文字列が有効になるに
は、JSON 構造に従う必要があります。

さらに、以下の逆シリアル化ルールが適用されます。

JSON オブジェクトでは、重複キーは使用できません。
評価されたマッピングテンプレート文字列が JSON オブジェクトを表すか、重複するキーのあるオブジェ
クトを含む場合、マッピングテンプレートから以下のエラーメッセージが返されます。

Duplicate field 'aField' detected on Object. Duplicate JSON keys are not 
allowed.
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評価されたリクエストマッピングテンプレートの重複キーの例:

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "getPost", 
        "postId": "1", 
        "field": "getPost" ## key 'field' has been redefined 
    }
}

このエラーを修正するには、JSON オブジェクトのキーを再定義しないでください。

JSON オブジェクトでは末尾に文字は使用できません。
評価されたマッピングテンプレート文字列が JSON オブジェクトを表し、末尾に無関係な文字が含まれて
いる場合は、マッピングテンプレートから以下のエラーメッセージが返されます。

Trailing characters at the end of the JSON string are not allowed.

評価されたリクエストマッピングテンプレートの末尾の文字の例:

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "getPost", 
        "postId": "1", 
    }
}extraneouschars

このエラーを修正するには、評価対象のテンプレートが厳密に JSON 形式で評価されるようにしてくださ
い。

のリゾルバーのマッピングテンプレートプログラミ
ングテンプレートプログラミングガイド

これは、AWS AppSync での Apache Velocity Template Language (VTL) プログラミングに関するクック
ブックスタイルのチュートリアルです。C や Java JavaScript などの他のプログラミング言語に慣れていれ
ば、かなり簡単なはずです。

AWS AppSync は VTL 使用してクライアントからの GraphQL リクエストを、データソースへのリクエス
トに変換します。その後、このプロセスを逆転して、データソースレスポンスを GraphQL レスポンスに
変換します。VTL はロジカルなテンプレート言語で、ウェブアプリケーションの標準的なリクエスト/レス
ポンスフローで、次のような手法を利用した、リクエストとレスポンスの両方を操作する機能が用意され
ています。

• 新しい項目のデフォルト値
• 入力の検証とフォーマット
• データ変換および整形
• リスト、マップ、配列の値を取り出す、または変更するための繰り返し処理
• ユーザー ID に基づくレスポンスのフィルタリング/変更
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• 複合認証チェック

たとえば、GraphQL 引数でサービスの電話番号の検証を実行する、または DynamoDB に格納する前に
入力パラメータを大文字に変換する場合を考えます。または、クライアントシステムで、GraphQL 引
数、JWT トークンクレーム、または HTTP ヘッダーの一部としてコードを渡し、コードがリストの特定の
文字列と一致する場合にのみ、データを返す場合を考えます。これらは、すべて VTLAWS AppSync で行
うことができる論理チェックです。

VTL では、使い慣れているプログラミング手法を使用してロジックを適用できます。ただし、標準的な
リクエスト/レスポンスフロー内での実行に限られています。これにより、ユーザーベースが拡大して
も、GraphQL API のスケーラビリティが確保されます。AWS AppSync AWS Lambdaのリゾルバーのサ
ポートもするため、さらに高い柔軟性が必要な場合に、選択した言語 (Node.js、Python、Go、Java など) 
で Lambda 関数をいつでも利用できます。

設定
言語学習でよく使われる手法は、結果を (たとえば、console.log(variable)で JavaScript) 印刷し
て何が起こるかを確認することです。このチュートリアルでは、シンプルな GraphQL スキーマを作成
し、Lambda 関数に値のマップを渡すことで、このデモを実行します。Lambda 関数で値を出力し、それ
らに応答します。これにより、リクエスト/レスポンスフローを理解し、さまざまなプログラミング手法を
確認できます。

以下の GraphQL スキーマを作成することから開始します。

type Query { 
    get(id: ID, meta: String): Thing
}

type Thing { 
    id: ID! 
    title: String! 
    meta: String
}

schema { 
    query: Query
}

ここで言語として Node.js を使用して、次の AWS Lambda 関数を作成します。

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log('VTL details: ', event); 
    callback(null, event);
};

コンソールの [Data Sources (データソース)AWS AppSync ] ペインで、新しいデータソースとして、こ
の Lambda 関数を追加します。コンソールの [スキーマ] ページに戻り、右側で、get(...):Thing ク
エリの横にある [アタッチ] ボタンをクリックします。リクエストテンプレートでは、[Invoke and forward 
arguments (引数の呼び出しと転送)] メニューから既存のテンプレートを選択します。レスポンステンプ
レートでは、[Return Lambda result (Lambda 関数の結果を返す)] を選択します。

Lambda 関数の 1 か所から Amazon CloudWatch Logs を開き、AWS AppSync コンソールの [クエリ] タブ
から、以下の GraphQL クエリを実行します。

query test { 
  get(id:123 meta:"testing"){ 
    id 
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    meta 
  }
}

GraphQL のレスポンスには、id:123 と meta:testing が含まれます。Lambda 関数がエコーバックす
るためです。数秒後、 CloudWatch Logs でこれらの詳細とともにレコードが表示されます。

可変
VTL では参照を使用します。これらの参照を使用してデータを保存または操作できます。VTL には 3 種類
の参照型 (変数、プロパティ、およびメソッド) があります。変数には、先頭に $ 記号が付き、#set ディ
レクティブで作成されます。

#set($var = "a string")

変数は、他の言語で使い慣れた、同様の型 (数値、文字列、配列、リスト、マップなど) に保存しま
す。Lambda リゾルバーのデフォルトリクエストテンプレートで JSON ペイロードが送信されていること
がわかります。

"payload": $util.toJson($context.arguments)

ここでは、次の 2 点に注意してください。まず、AWS AppSync には共通オペレーションに対する便利な
関数がいくつか用意されています。この例では、$util.toJson は変数を JSON に変換します。次に、
変数 $context.arguments は GraphQL リクエストからマップオブジェクトとして自動的に入力されま
す。新しいマップを次のように作成できます。

#set( $myMap = { 
  "id": $context.arguments.id, 
  "meta": "stuff", 
  "upperMeta" : $context.arguments.meta.toUpperCase()
} )

$myMap という変数が作成されました。これには id、meta、および upperMeta のキーがあります。こ
れは、以下の特徴も示しています。

• id には、GraphQL 引数からキーが入力されます。これは VTL で一般的で、クライアントから引数を取
得するためのものです。

• meta は、値がハードコードされ、デフォルト値を示します。
• upperMeta は meta 引数を .toUpperCase() メソッドを使用して変換します。

リクエストテンプレートの先頭に以前のコードを配置して、payload を変更して、新しい $myMap 変数
を使用するようにします。

"payload": $util.toJson($myMap)

Lambda 関数を実行すると、 CloudWatch レスポンスの変化とこのデータがログに表示されます。この
チュートリアルの残りの部分を実行するので、同様のテストを実行できるように $myMap の入力を保持し
ます。

変数に properties_ を設定することもできます。これらは単純な文字列、配列、または JSON です。

#set($myMap.myProperty = "ABC")
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#set($myMap.arrProperty = ["Write", "Some", "GraphQL"])
#set($myMap.jsonProperty = { 
    "AppSync" : "Offline and Realtime", 
    "Cognito" : "AuthN and AuthZ"
})

静的参照
VTL がテンプレート作成言語であるため、デフォルトでは、そこで使用するすべての参照は
.toString() を実行します。参照が未定義の場合、実際の参照表現を、文字列として出力します。例:

#set($myValue = 5)
##Prints '5'
$myValue

##Prints '$somethingelse'
$somethingelse

これに対応するために、VTL には「静的参照」、または「サイレント参照」構文があり、この動作を抑制
するかどうかをテンプレートエンジンに指示します。この構文は $!{} です。たとえば、前のコードで $!
{somethingelse} を使用してわずかに変更した場合、印刷は抑制されます。

#set($myValue = 5)
##Prints '5'
$myValue

##Nothing prints out
$!{somethingelse}

メソッドの呼び出し
前の例では、変数を作成し、同時に値を設定する方法を説明しました。次に示すように、データをマップ
に追加して、これを 2 つのステップで実行することもできます。

#set ($myMap = {})
#set ($myList = [])

##Nothing prints out
$!{myMap.put("id", "first value")}
##Prints "first value"
$!{myMap.put("id", "another value")}
##Prints true
$!{myList.add("something")}

ただし、この動作について留意すべき点があります。静的参照表記 $!{} で、上記のようにメソッドを呼
び出すことができますが、実行されたメソッドの戻り値は抑制されません。そのため ##Prints "first 
value" と ##Prints true が追加されています。キーがすでに存在している場合に、値を挿入するな
ど、リストやマップで反復処理をしているときに、エラーが発生する場合があります。出力で評価時に予
期しない文字列がテンプレートに追加されるためです。

これに対する回避策は、#set ディレクティブを使用してメソッドを呼び出し、変数を無視するとうまく
いくことがあります。例:

#set ($myMap = {})
#set($discard = $myMap.put("id", "first value"))
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テンプレートに予期しない文字列が印刷されるのを防ぐため、この手法をテンプレートに使用するとよい
でしょう。AWS AppSync では、シンプルな表記で同じ動作をする便利な代替関数が用意されています。
これにより、これらの実装の詳細を検討する必要がなくなります。$util.quiet() またはそのエイリア
ス $util.qr() でこの関数にアクセスできます。例:

#set ($myMap = {})
#set ($myList = [])

##Nothing prints out
$util.quiet($myMap.put("id", "first value"))
##Nothing prints out
$util.qr($myList.add("something"))

文字列
多くのプログラミング言語の場合と同じように、文字列は、特に変数から構築する場合に対処が困難なこ
とがあります。VTL で発生する共通の事項がいくつかあります。

DynamoDB のようなデータソースに文字列としてデータを挿入する場合、GraphQL 引数などの変数から
入力されます。文字列は、二重引用符で囲まれ、文字列で変数を参照するために必要なのは "${}" だけ
です (静的参照表記の ! がない場合)。これは JavaScript https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/
JavaScript /reference/Template_Literals のテンプレートリテラルに似ています

#set($firstname = "Jeff")
$!{myMap.put("Firstname", "${firstname}")}

GraphQL クライアントから引数を使用するときの "author": { "S" : 
"${context.arguments.author}"}、または "id" : { "S" : "$util.autoId()"} のような ID 
自動生成などの DynamoDB リクエストテンプレートでこれを確認できます。つまり、データを入力する
ため、文字列の中でメソッドの結果または変数を参照できるということです。

部分文字列を取り出すなど、Java String クラスのパブリックメソッドを使用することもできます。

#set($bigstring = "This is a long string, I want to pull out everything after the comma")
#set ($comma = $bigstring.indexOf(','))
#set ($comma = $comma +2)
#set ($substring = $bigstring.substring($comma))

$util.qr($myMap.put("substring", "${substring}"))

文字列連結も非常に一般的なタスクです。これを行うには、変数参照を単独で、または静的な値とともに
使用します。

#set($s1 = "Hello")
#set($s2 = " World")

$util.qr($myMap.put("concat","$s1$s2"))
$util.qr($myMap.put("concat2","Second $s1 World"))

loop
変数を作成して、メソッドを呼び出したので、ロジックをコードに追加できます。他の言語とは異
なり、VTL では反復回数が事前に定義されている場合にのみ、ループが許可されます。Velocity には
do..while はありません。この設計により、評価プロセスは常に確実に終了します。これは GraphQL オ
ペレーションを実行するときに、スケーラビリティのための境界になります。
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ループは #foreach で作成され、ループ変数や、配列、リスト、マップ、コレクションなど反復可能オブ
ジェクトの入力が必要です。#foreach ループの典型的なプログラミング例では、コレクションの項目を
ループし、出力します。このケースでは、それらを取り出し、マップに追加します。

#set($start = 0)
#set($end = 5)
#set($range = [$start..$end])

#foreach($i in $range) 
   ##$util.qr($myMap.put($i, "abc")) 
   ##$util.qr($myMap.put($i, $i.toString()+"foo")) ##Concat variable with string 
   $util.qr($myMap.put($i, "${i}foo"))     ##Reference a variable in a string with 
 "${varname}"
#end

この例では、いくつかの注意点を示します。まず、範囲 [..] 演算子で変数を使用して、反復可能オブ
ジェクトを作成します。次に、各項目は、操作できる $i 変数によって参照されます。前の例では、コメ
ントは、二重の ## 記号で示されます。これは、文字列を使用した、異なるメソッドの連結であるととも
に、キー (値) の両方に、ループ変数を使用する例でもあります。

$i は整数であることに注意してください。.toString() メソッドを呼び出すことができます。GraphQL 
の INT タイプでは、これが役に立ちます。

範囲演算子を直接使用することもできます。次に例を示します。

#foreach($item in [1..5]) 
    ...
#end

配列
ここまで、マップを操作しましたが、配列も VTL で一般的です。配列で
は、.isEmpty()、.size()、.set()、.get()、.add() などのいくつかの基本メソッドで、以下のよ
うにアクセスできます。

#set($array = [])
#set($idx = 0)

##adding elements
$util.qr($array.add("element in array"))
$util.qr($myMap.put("array", $array[$idx]))

##initialize array vals on create
#set($arr2 = [42, "a string", 21, "test"])

$util.qr($myMap.put("arr2", $arr2[$idx]))
$util.qr($myMap.put("isEmpty", $array.isEmpty()))  ##isEmpty == false
$util.qr($myMap.put("size", $array.size()))

##Get and set items in an array
$util.qr($myMap.put("set", $array.set(0, 'changing array value')))
$util.qr($myMap.put("get", $array.get(0)))

前の例では配列インデックス表記を使用して arr2[$idx] の要素を取得しました。同様に、マップ/ディ
クショナリから名前で参照することができます。

#set($result = { 
    "Author" : "Nadia", 
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    "Topic" : "GraphQL"
})

$util.qr($myMap.put("Author", $result["Author"]))

条件式を使用して、レスポンステンプレートでデータソースから返される結果をフィルタリングするとき
に、これがよく使われます。

条件チェック
前の #foreach のセクションで、VTL でデータを変換するロジックを使用するいくつかの例を示しまし
た。実行時に条件付きチェックを適用してデータを評価することもできます。

#if(!$array.isEmpty()) 
    $util.qr($myMap.put("ifCheck", "Array not empty"))
#else 
    $util.qr($myMap.put("ifCheck", "Your array is empty"))
#end

上記のブール式の #if() チェックは、問題ありませんが、分岐に演算子と #elseif() を使用することも
できます。

#if ($arr2.size() == 0) 
    $util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "You forgot to put anything into this array!"))
#elseif ($arr2.size() == 1) 
    $util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "Good start but please add more stuff"))
#else 
    $util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "Good job!"))
#end

これらの 2 つの例は否定 (!) と一致 (==) を示しています。||、&&、>、<、>=、<=、および != を使用する
こともできます。

#set($T = true)
#set($F = false)

#if ($T || $F) 
  $util.qr($myMap.put("OR", "TRUE"))
#end

#if ($T && $F) 
  $util.qr($myMap.put("AND", "TRUE"))
#end

注意 : Boolean.FALSE と null だけが条件で false と見なされます。ゼロ (0) と空の文字列 ("") は false 
に該当しません。

演算子
何らかの演算処理を実行する演算子がないと、プログラミング言語は完全とはいえません。手始めにいく
つか例を紹介します。

#set($x = 5)
#set($y = 7)
#set($z = $x + $y)
#set($x-y = $x - $y)
#set($xy = $x * $y)
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#set($xDIVy = $x / $y)
#set($xMODy = $x % $y)

$util.qr($myMap.put("z", $z))
$util.qr($myMap.put("x-y", $x-y))
$util.qr($myMap.put("x*y", $xy))
$util.qr($myMap.put("x/y", $xDIVy))
$util.qr($myMap.put("x|y", $xMODy))

ループと条件式
オブジェクトをループしアクションを実行する前にチェックを実行することは、データソースからの書き
込みや読み込みの前など、VTL でデータを変換する際によく使われます。前のセクションのいくつかの
ツールを組み合わせることで、多くの機能が利用できます。1 つの便利な手法は #foreach では各項目に
.count が自動的に使用できる点を理解することです。

#foreach ($item in $arr2) 
  #set($idx = "item" + $foreach.count) 
  $util.qr($myMap.put($idx, $item))
#end

たとえば、一定サイズ未満の値をマップから取り出す場合があります。#break ステートメントで、条件
とともにカウントを使用してこれを実行できます。

#set($hashmap = { 
  "DynamoDB" : "https://aws.amazon.com/dynamodb/", 
  "Amplify" : "https://github.com/aws/aws-amplify", 
  "DynamoDB2" : "https://aws.amazon.com/dynamodb/", 
  "Amplify2" : "https://github.com/aws/aws-amplify"
})

#foreach ($key in $hashmap.keySet()) 
    #if($foreach.count > 2) 
    #break 
  #end 
    $util.qr($myMap.put($key, $hashmap.get($key)))
#end

前の #foreach はマップに対して使用できる .keySet() で反復します。これにより、$key を取得し
.get($key) で値を参照するためにアクセスできます。AWS AppSync でクライアントからの GraphQL 
引数は、マップとして保存されます。また、.entrySet() で反復処理を実行でき、Set としてのキーと
値の両方にアクセスでき、入力の検証や変換などの複雑な条件チェックを実行するか、他の変数を入力で
きます。

#foreach( $entry in $context.arguments.entrySet() )
#if ($entry.key == "XYZ" && $entry.value == "BAD") 
    #set($myvar = "...") 
  #else 
    #break 
  #end
#end

その他の一般的な例としては、データを同期する際の初期オブジェクトバージョン（コンフリクト解決に
おいて非常に重要）や承認チェックのためのオブジェクトのデフォルト所有者など、デフォルト情報が自
動的に入力されることがあります。Maryがこのブログ記事を作成したので、

#set($myMap.owner ="Mary")
#set($myMap.defaultOwners = ["Admins", "Editors"])
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Context
AWS AppSync リゾルバーと VTL での論理チェック実行に慣れてきたところで、コンテキストオブジェク
トを確認します。

$util.qr($myMap.put("context", $context))

これには、GraphQL リクエストの、アクセスできるすべての情報が含まれます。詳細な説明について
は、コンテキストリファレンス (p. 468)を参照してください。

フィルタリング
これまでチュートリアルで、Lambda 関数からのすべての情報が、非常にシンプルな JSON 変換と 
GraphQL クエリに返されます。

$util.toJson($context.result)

VTL ロジックは、データソースからレスポンスを取得するとき、特にリソースで許可チェックを実行する
ときに強力です。いくつかの例を見てみましょう。最初に、次のようにレスポンステンプレートの変更を
試します。

#set($data = { 
    "id" : "456", 
    "meta" : "Valid Response"
})

$util.toJson($data)

GraphQL オペレーションで何が起こるかにかかわらず、ハードコードされた値がクライアントに返されま
す。meta フィールドに Lambda レスポンスから値が設定されるように少し変更し、条件式についての前
のチュートリアルのように、elseIfCheck 値に設定します。

#set($data = { 
    "id" : "456"
})

#foreach($item in $context.result.entrySet()) 
    #if($item.key == "elseIfCheck") 
        $util.qr($data.put("meta", $item.value)) 
    #end
#end

$util.toJson($data)

$context.result はマップで、キーまたは値のいずれかで返されるロジックを実行するため
に entrySet() を使用できます。GraphQL オペレーションを実行したユーザーに関する情報が
$context.identity に含まれているため、データソースから認証情報を返す場合は、ロジックに基づい
て、ユーザーに返すデータ (すべて、一部、なし) を決定できます。次のようにレスポンステンプレートを
変更します。

#if($context.result["id"] == 123) 
    $util.toJson($context.result) 
  #else 
    $util.unauthorized()
#end
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GraphQL クエリを実行した場合、データがノーマルとして返されます。ただし、id 引数を 123 以外のも
のに変更した場合 (query test { get(id:456 meta:"badrequest"){} })、認証失敗のメッセージ
が表示されます。

認証ユースケース (p. 311)セクションに他の認証シナリオがあります。

付録: サンプルテンプレート
このチュートリアルを実行していくと、ステップごとに拡張されて、このテンプレートになります。この
テンプレートがまだない場合は、以下のテンプレートをテスト用にコピーします。

リクエストテンプレート

#set( $myMap = { 
  "id": $context.arguments.id, 
  "meta": "stuff", 
  "upperMeta" : "$context.arguments.meta.toUpperCase()"
} )

##This is how you would do it in two steps with a "quiet reference" and you can use it for 
 invoking methods, such as .put() to add items to a Map
#set ($myMap2 = {})
$util.qr($myMap2.put("id", "first value"))

## Properties are created with a dot notation
#set($myMap.myProperty = "ABC")
#set($myMap.arrProperty = ["Write", "Some", "GraphQL"])
#set($myMap.jsonProperty = { 
    "AppSync" : "Offline and Realtime", 
    "Cognito" : "AuthN and AuthZ"
})

##When you are inside a string and just have ${} without ! it means stuff inside curly 
 braces are a reference
#set($firstname = "Jeff")
$util.qr($myMap.put("Firstname", "${firstname}"))

#set($bigstring = "This is a long string, I want to pull out everything after the comma")
#set ($comma = $bigstring.indexOf(','))
#set ($comma = $comma +2)
#set ($substring = $bigstring.substring($comma))
$util.qr($myMap.put("substring", "${substring}"))

##Classic for-each loop over N items:
#set($start = 0)
#set($end = 5)
#set($range = [$start..$end])
#foreach($i in $range)          ##Can also use range operator directly like #foreach($item 
 in [1...5]) 
   ##$util.qr($myMap.put($i, "abc")) 
   ##$util.qr($myMap.put($i, $i.toString()+"foo")) ##Concat variable with string 
   $util.qr($myMap.put($i, "${i}foo"))     ##Reference a variable in a string with 
 "${varname)"
#end

##Operators don't work
#set($x = 5)
#set($y = 7)
#set($z = $x + $y)
#set($x-y = $x - $y)
#set($xy = $x * $y)
#set($xDIVy = $x / $y)
#set($xMODy = $x % $y)
$util.qr($myMap.put("z", $z))
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$util.qr($myMap.put("x-y", $x-y))
$util.qr($myMap.put("x*y", $xy))
$util.qr($myMap.put("x/y", $xDIVy))
$util.qr($myMap.put("x|y", $xMODy))

##arrays
#set($array = ["first"])
#set($idx = 0)
$util.qr($myMap.put("array", $array[$idx]))
##initialize array vals on create
#set($arr2 = [42, "a string", 21, "test"])
$util.qr($myMap.put("arr2", $arr2[$idx]))
$util.qr($myMap.put("isEmpty", $array.isEmpty()))  ##Returns false
$util.qr($myMap.put("size", $array.size()))
##Get and set items in an array
$util.qr($myMap.put("set", $array.set(0, 'changing array value')))
$util.qr($myMap.put("get", $array.get(0)))

##Lookup by name from a Map/dictionary in a similar way:
#set($result = { 
    "Author" : "Nadia", 
    "Topic" : "GraphQL"
})
$util.qr($myMap.put("Author", $result["Author"]))

##Conditional examples
#if(!$array.isEmpty())
$util.qr($myMap.put("ifCheck", "Array not empty"))
#else
$util.qr($myMap.put("ifCheck", "Your array is empty"))
#end

#if ($arr2.size() == 0)
$util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "You forgot to put anything into this array!"))
#elseif ($arr2.size() == 1)
$util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "Good start but please add more stuff"))
#else
$util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "Good job!"))
#end

##Above showed negation(!) and equality (==), we can also use OR, AND, >, <, >=, <=, and !=
#set($T = true)
#set($F = false)
#if ($T || $F) 
  $util.qr($myMap.put("OR", "TRUE"))
#end

#if ($T && $F) 
  $util.qr($myMap.put("AND", "TRUE"))
#end

##Using the foreach loop counter - $foreach.count
#foreach ($item in $arr2) 
  #set($idx = "item" + $foreach.count) 
  $util.qr($myMap.put($idx, $item))
#end

##Using a Map and plucking out keys/vals
#set($hashmap = { 
    "DynamoDB" : "https://aws.amazon.com/dynamodb/", 
    "Amplify" : "https://github.com/aws/aws-amplify", 
    "DynamoDB2" : "https://aws.amazon.com/dynamodb/", 
    "Amplify2" : "https://github.com/aws/aws-amplify"
})
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#foreach ($key in $hashmap.keySet()) 
    #if($foreach.count > 2) 
        #break 
    #end 
    $util.qr($myMap.put($key, $hashmap.get($key)))
#end

##concatenate strings
#set($s1 = "Hello")
#set($s2 = " World")
$util.qr($myMap.put("concat","$s1$s2"))
$util.qr($myMap.put("concat2","Second $s1 World"))

$util.qr($myMap.put("context", $context))

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": $util.toJson($myMap)
}

レスポンステンプレート

#set($data = {
"id" : "456"
})
#foreach($item in $context.result.entrySet())   ##$context.result is a MAP so we use 
 entrySet() 
    #if($item.key == "ifCheck") 
        $util.qr($data.put("meta", "$item.value")) 
    #end
#end

##Uncomment this out if you want to test and remove the below #if check
##$util.toJson($data)

#if($context.result["id"] == 123) 
    $util.toJson($context.result) 
  #else 
    $util.unauthorized()
#end

リゾルバーのマッピングテンプレートのコンテキス
トリファレンス

AWS AppSync は、リゾルバーマッピングテンプレートを操作するための変数と関数のセットを定義しま
す。これにより、GraphQL を使用してデータの論理的オペレーションが容易になります。このドキュメン
トでは、それらの関数について説明し、テンプレートの使用例を示します。

$context へのアクセス
$context 変数は、リゾルバー呼び出しのすべてのコンテキスト情報が保持されるマップです。この変数
の構造は次のとおりです。

{ 
   "arguments" : { ... }, 
   "source" : { ... }, 
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   "result" : { ... }, 
   "identity" : { ... }, 
   "request" : { ... }, 
   "info": { ... }
}

Note

キーを使用してディクショナリ/マップエントリ (のエントリなどcontext) にアクセスして値
を取得しようとする場合、Velocity Template Language (VTL) を使用して表記法を直接使用
できます<dictionary-element>.<key-name>。ただし、キー名に特殊文字 (アンダース
コア "_" など) が使われている場合など、一部のケースでは機能しない場合があります。常に
<dictionary-element>.get("<key-name>") 表記を使用することをお勧めします。

$context マップの各フィールドは次のように定義されます。

$context フィールド
arguments

このフィールドのすべての GraphQL 引数を含むマップ。
identity

呼び出し元に関する情報を含むオブジェクト。このフィールドの構造の詳細については、
「ID (p. 470)」を参照してください。

source

親フィールドの解像度を含むマップ。
stash

stash は、リゾルバーと関数の各マッピングテンプレート内で使用可能になるマップです。同じ stash 
インスタンスは 1 つのリゾルバーの実行を通して存続します。つまり、stash を使用して、リクエス
トとレスポンスのマッピングテンプレート間、およびパイプラインリゾルバーの関数間で、任意の
データを渡すことができます。stash は Java Map データ構造と同じメソッドを継承しています。

result

このリゾルバーの結果用のコンテナ。このフィールドは、レスポンスマッピングテンプレートでのみ
使用できます。

たとえば、author次のクエリのフィールドを解決するとします。

query { 
    getPost(id: 1234) { 
        postId 
        title 
        content 
        author { 
            id 
            name 
        } 
    }
}

レスポンスマッピングテンプレートを処理する際に使用可能な完全な $context 変数は次のようにな
ります。

{ 
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  "arguments" : { 
    id: "1234" 
  }, 
  "source": {}, 
  "result" : { 
      "postId": "1234", 
      "title": "Some title", 
      "content": "Some content", 
      "author": { 
        "id": "5678", 
        "name": "Author Name" 
      } 
  }, 
  "identity" : { 
      "sourceIp" : ["x.x.x.x"], 
      "userArn" : "arn:aws:iam::123456789012:user/appsync", 
      "accountId" : "666666666666", 
      "user" : "AIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA" 
  }
}

prev.result

パイプラインリゾルバーで以前に実行された操作の結果。

前のオペレーションがパイプラインリゾルバーのマッピング前テンプレートであった場
合、$ctx.prev.resultはテンプレートの評価の出力を表し、パイプラインの最初の関数に使用可能
になります。

前のオペレーションが最初の関数であった場合、$ctx.prev.result は最初の関数の出力を表し、
パイプライン内の 2 番目の関数に使用可能になります。

前のオペレーションが最後の関数であった場合、$ctx.prev.resultは最後の関数の出力を表し、パ
イプラインリゾルバーのマッピング後テンプレートに使用可能になります。

info

GraphQL リクエストに関する情報を含むオブジェクト。このフィールドの構造については、「情
報 (p. 473)」を参照してください。

アイデンティティ
identity セクションには、呼び出し元に関する情報が含まれています。このセクションのシェイプは、
使用する AWS AppSyncAPI の認証タイプによって異なります。

AWS AppSync セキュリティオプションの詳細については、「承認と認証 (p. 297)」を参照してください。

API_KEY authorization

identityこのフィールドにはデータが入力されていません。
AWS_LAMBDA authorization

identityには、リクエストを承認する Lambda 関数によって返されるのと同じ resolverContext
コンテンツを含む resolverContext キーが含まれています。

AWS_IAM authorization

identityには、以下の形式です。

{ 
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    "accountId" : "string", 
    "cognitoIdentityPoolId" : "string", 
    "cognitoIdentityId" : "string", 
    "sourceIp" : ["string"], 
    "username" : "string", // IAM user principal 
    "userArn" : "string", 
    "cognitoIdentityAuthType" : "string", // authenticated/unauthenticated based on the 
 identity type 
    "cognitoIdentityAuthProvider" : "string" // the auth provider that was used to 
 obtain the credentials
}

AMAZON_COGNITO_USER_POOLS authorization

identityには、以下の形式です。

{ 
    "sub" : "uuid", 
    "issuer" : "string", 
    "username" : "string" 
    "claims" : { ... }, 
    "sourceIp" : ["x.x.x.x"], 
    "defaultAuthStrategy" : "string"
}

各フィールドは次のように定義されています。

accountId

呼び出し元の AWS アカウント ID。
claims

ユーザーが持っているクレーム。
cognitoIdentityAuthType

ID タイプに基づいて認証済みまたは未認証のいずれか。
cognitoIdentityAuthProvider

リクエストの署名に使用された認証情報の取得先となる外部 ID プロバイダ情報のカンマ区切りリス
ト。

cognitoIdentityId

リクエストを行う呼び出し元の Amazon Cognito 認証 ID。
cognitoIdentityPoolId

呼び出し元に関連付けられている Amazon Cognito ID プール。
defaultAuthStrategy

この呼び出し元のデフォルトの認証方法 (ALLOW または DENY)。
issuer

トークン発行者。
sourceIp

AWS AppSync受信者の送信元 IP アドレス。x-forwarded-forリクエストにヘッダーが含まれて
いない場合、ソース IP 値には TCP 接続の IP アドレスが 1 つだけ含まれます。リクエストに x-
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forwarded-for ヘッダーが含まれている場合、ソース IP は、TCP 接続からの IP アドレスと x-
forwarded-for ヘッダーからの IP アドレスのリストです。

sub

認証されたユーザーの UUID。
user

IAM ユーザー。
userArn

IAM ユーザーの Amazon リソースネーム (ARN)。
username

認証されたユーザーのユーザー名です。AMAZON_COGNITO_USER_POOLS 認証の場合、username の
値は cognito:username の属性の値です。AWS_IAM 認証の場合、username の値は AWS ユーザープリ
ンシパルの値です。Amazon Cognito アイデンティティプールから発行された認証情報による IAM 認
証情報による IAM 認証を使用することをお勧めしますcognitoIdentityId。

リクエストのヘッダーにアクセスする
AWS AppSync では、を使用してクライアントからカスタムヘッダーを渡して、GraphQL リゾルバーでそ
のヘッダーにアクセスすることがサポートされています$context.request.headers。その後、ヘッ
ダー値をデータソースへのデータの挿入や承認チェックなどのアクションに使用できます。次の例に示す
ように、コマンドラインの API$curl キーを使用して単一または複数のリクエストヘッダーを使用できま
す。

単一ヘッダーの例

次のように、custom のヘッダーに nadia の値を設定しているとします。

curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "custom:nadia" -H "x-api-key:<API-KEY-
VALUE>" -d '{"query":"mutation { createEvent(name: \"demo\", when: \"Next Friday!\", where: 
 \"Here!\") {id name when where description}}"}' https://<ENDPOINT>/graphql

この値には $context.request.headers.custom を使用してアクセスできます。たとえ
ば、DynamoDB に対する VTL は次のようになります。

"custom": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.request.headers.custom)

複数ヘッダーの例

1 つのリクエストで複数のヘッダーを渡して、リゾルバーのマッピングテンプレートでそれらのヘッダー
にアクセスすることもできます。たとえば、customヘッダーに次の 2 つの値が設定されているとしま
す。

curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "custom:bailey" -H "custom:nadia" 
 -H "x-api-key:<API-KEY-VALUE>" -d '{"query":"mutation { createEvent(name: \"demo\", 
 when: \"Next Friday!\", where: \"Here!\") {id name when where description}}"}' https://
<ENDPOINT>/graphql

それらのヘッダーに配列としてアクセスできます (例: $context.request.headers.custom[1])。

Note

AWS AppSyncのクッキーヘッダーは公開されません$context.request.headers。
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リクエストのカスタムドメイン名にアクセスする
AWS AppSyncは、GraphQL と API のリアルタイムエンドポイントへのアクセスに使用できるカスタムド
メインの設定をサポートします。カスタムドメイン名を使用してリクエストを行う場合、を使用してドメ
イン名を取得できます$context.request.domainName。

デフォルトの GraphQL エンドポイントドメイン名を使用する場合、値はですnull。

Info
info セクションには、GraphQL リクエストに関する情報が含まれています。このセクションには、次の
形式です。

{ 
    "fieldName": "string", 
    "parentTypeName": "string", 
    "variables": { ... }, 
    "selectionSetList": ["string"], 
    "selectionSetGraphQL": "string"
}

各フィールドは次のように定義されています。

fieldName

現在解決中のフィールドの名前。
parentTypeName

現在解決中のフィールドの親タイプの名前。
variables

GraphQLリクエストに渡されるすべての変数を保持するマップ。
selectionSetList

GraphQL 選択セット内のフィールドのリスト表現。エイリアスされたフィールドは、フィールド名で
はなくエイリアス名によってのみ参照されます。次の例で詳細を示します。

selectionSetGraphQL

選択セットの文字列表現。GraphQL スキーマ定義言語 (SDL) としてフォーマットされます。フラグメ
ントは選択セットにマージされませんが、次の例に示すように、インラインフラグメントは保持され
ます。

Note

$utils.toJson()on を使用する場
合context.info、selectionSetGraphQLselectionSetListとが返す値はデフォルトでは
シリアル化されません。

たとえば、次のクエリの getPost フィールドを解決する場合:

query { 
  getPost(id: $postId) { 
    postId 
    title 
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    secondTitle: title 
    content 
    author(id: $authorId) { 
      authorId 
      name 
    } 
    secondAuthor(id: "789") { 
      authorId 
    } 
    ... on Post { 
      inlineFrag: comments: { 
        id 
      } 
    } 
    ... postFrag 
  }
}

fragment postFrag on Post { 
  postFrag: comments: { 
    id 
  }
}

レスポンスマッピングテンプレートを処理する際に使用可能な完全な $context.info 変数は次のように
なります。

{ 
  "fieldName": "getPost", 
  "parentTypeName": "Query", 
  "variables": { 
    "postId": "123", 
    "authorId": "456" 
  }, 
  "selectionSetList": [ 
    "postId", 
    "title", 
    "secondTitle" 
    "content", 
    "author", 
    "author/authorId", 
    "author/name", 
    "secondAuthor", 
    "secondAuthor/authorId", 
    "inlineFragComments", 
    "inlineFragComments/id", 
    "postFragComments", 
    "postFragComments/id" 
  ], 
  "selectionSetGraphQL": "{\n  getPost(id: $postId) {\n    postId\n    title\n    
 secondTitle: title\n    content\n    author(id: $authorId) {\n      authorId\n      name
\n    }\n    secondAuthor(id: \"789\") {\n      authorId\n    }\n    ... on Post {\n      
 inlineFrag: comments {\n        id\n      }\n    }\n    ... postFrag\n  }\n}"
}

selectionSetList現在のタイプに属するフィールドのみを公開します。現在のタイプがインタフェー
スまたは共用体の場合、そのインタフェースに属する選択されたフィールドのみが公開されます。例とし
て、次のスキーマがあるとします。

type Query { 
    node(id: ID!): Node
}
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interface Node { 
    id: ID
}

type Post implements Node { 
    id: ID 
    title: String 
    author: String
}

type Blog implements Node { 
    id: ID 
    title: String 
    category: String
}

そして、次のクエリです。

query { 
    node(id: "post1") { 
        id 
        ... on Post { 
            title 
        } 

        ... on Blog { 
            title 
        } 
    }
}

$ctx.info.selectionSetListQuery.nodeフィールド解像度でコールすると、id次の情報のみが表
示されます。

"selectionSetList": [ 
    "id"
]

入力のサニタイズ
アプリケーションは、信頼できない入力をサニタイズして、部外者が意図
した用途以外でアプリケーションを使用することを防ぐ必要があります。に
は、$context.arguments、、、$context$context.identityなどのプロパティにユーザ入力が含
まれているため$context.result$context.info.variables$context.request.headers、マッ
ピングテンプレートではそれらの値をサニタイズするように注意する必要があります。

マッピングテンプレートは JSON を表すため、入力のサニタイズは、ユーザー入力を表す文字列から 
JSON 予約文字をエスケープする形式をとります。JSON 予約文字をマッピングテンプレートに配置する
ときは、$util.toJson() ユーティリティを使用して機密文字列値からエスケープすることをお勧めし
ます。

たとえば、次の Lambda リクエストマッピングテンプレートでは、安全でない顧客入力文字
列 ($context.arguments.id) にアクセスしたため、エスケープされていない JSON 文字が 
JSON$util.toJson() テンプレートを壊さないように、でラップしています。

{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "Invoke", 
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    "payload": { 
        "field": "getPost", 
        "postId": $util.toJson($context.arguments.id) 
    }
}

$context.arguments.idサニタイズせずに直接挿入する以下のマッピングテンプレートとは対照的で
す。これは、エスケープされていない引用符やその他の JSON 予約文字を含む文字列では機能せず、テン
プレートを開いたままにして失敗する可能性があります。

## DO NOT DO THIS
{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "getPost", 
        "postId": "$context.arguments.id" ## Unsafe! Do not insert $context string values 
 without escaping JSON characters. 
    }
}

 リゾルバーのマッピングテンプレートユーティリ
ティーリファレンス

AWS AppSyncは GraphQL リゾルバー内で使用できるユーティリティを定義し、データソースとのやり取
りを簡素化します。これらのユーティリティの中には、ID やタイムスタンプの生成など、あらゆるデータ
ソースで一般的に使用されるものがあります。その他は、データソースの種類に固有のものです。

トピック
• $util のユーティリティヘルパー (p. 476)
• AWS AppSync 指令 (p. 481)
• $util.time の日時ヘルパー (p. 482)
• $util.list のヘルパーのリスト (p. 483)
• $util.map のマップヘルパー (p. 484)
• $util.dynamodb の DynamoDB ヘルパー (p. 484)
• $util.rds の Amazon RDS ヘルパー (p. 491)
• $util.http の HTTP ヘルパー (p. 493)
• $util.xml の XML ヘルパー (p. 494)
• $util.transform の変換ヘルパー (p. 495)
• $util.mathの算術ヘルパー (p. 504)
• $util.str 内の文字列ヘルパー (p. 505)
• 拡張 (p. 505)

$util のユーティリティヘルパー
$util変数には、データの操作に役立つ一般的なユーティリティメソッドが含まれています。特に指定さ
れていない限り、すべてのユーティリティでは UTF-8 文字セットが使用されます。
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JSON 解析ユーティリティ
JSON 解析ユーティリティリスト

$util.parseJson(String) : Object

"stringified" JSON を受け取り、結果のオブジェクト表現を返します。
$util.toJson(Object) : String

オブジェクトを受け取り、そのオブジェクトの「文字列化された」JSON 表現を返します。

エンコーディングユーティリティ
エンコーディングユーティリティリスト

$util.urlEncode(String) : String

入力文字列を application/x-www-form-urlencoded でエンコードされた文字列として返しま
す。

$util.urlDecode(String) : String

application/x-www-form-urlencoded でエンコードされた文字列をデコードして、エンコード
されていない形式に戻します。

$util.base64Encode( byte[] ) : String

入力を base64 でエンコードされた文字列にエンコードします。
$util.base64Decode(String) : byte[]

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。

ID 生成ユーティリティ
ID 生成ユーティリティリスト

$util.autoId() : String

ランダムに生成された 128 ビットの UUID を返します。
$util.autoUlid() : String

128 ビットのランダムに生成された ULID (汎用的にユニークな辞書式ソート可能な識別子) を返しま
す。

$util.autoKsuid() : String

長さ27の文字列としてエンコードされた128ビットのランダム生成KSUID (K-ソート可能なユニーク識
別子) base62を返します。

エラーユーティリティ
エラーユーティリティリスト

$util.error(String)

カスタムエラーをスローします。これをリクエストまたはレスポンスのマッピングテンプレートで使
用して、リクエストまたは呼び出し結果のエラーを検出します。
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$util.error(String, String)

カスタムエラーをスローします。これをリクエストまたはレスポンスのマッピングテンプレー
トで使用して、リクエストまたは呼び出し結果のエラーを検出します。を指定することもできま
すerrorType。

$util.error(String, String, Object)

カスタムエラーをスローします。これをリクエストまたはレスポンスのマッピングテンプレートで
使用して、リクエストまたは呼び出し結果のエラーを検出します。errorTypedataフィールドとを
指定することもできます。data の値は、GraphQL のレスポンスの error 内の該当する errors ブ
ロックに追加されます。

Note

dataクエリ選択セットに基づいてフィルタリングされます。
$util.error(String, String, Object, Object)

カスタムエラーをスローします。これは、リクエストまたはレスポンスのマッピングテンプレートで
リクエストまたは呼び出し結果を持つエラーが検出される場合に、そのテンプレートで使用できま
す。さらに、errorTypeフィールド、dataフィールド、errorInfoおよびフィールドを指定でき
ます。data の値は、GraphQL のレスポンスの error 内の該当する errors ブロックに追加されま
す。

Note

dataクエリ選択セットに基づいてフィルタリングされます。errorInfo の値は、GraphQL 
のレスポンスの error 内の該当する errors ブロックに追加されます。
errorInfoクエリ選択セットに基づくフィルタリングは行われません。

$util.appendError(String)

カスタムエラーを追加します。これは、リクエストまたはレスポンスのマッピングテンプレートで
リクエストまたは呼び出し結果を持つエラーが検出される場合に、そのテンプレートで使用できま
す。$util.error(String) とは異なり、テンプレートの評価は中断されないため、データを呼び
出し元に返すことができます。

$util.appendError(String, String)

カスタムエラーを追加します。これは、リクエストまたはレスポンスのマッピングテンプレートでリ
クエストまたは呼び出し結果を持つエラーが検出される場合に、そのテンプレートで使用できます。
また、errorType を指定できます。$util.error(String, String) とは異なり、テンプレート
の評価は中断されないため、データを呼び出し元に返すことができます。

$util.appendError(String, String, Object)

カスタムエラーを追加します。これは、リクエストまたはレスポンスのマッピングテンプレートで
リクエストまたは呼び出し結果を持つエラーが検出される場合に、そのテンプレートで使用できま
す。また、errorType と data フィールドを指定できます。$util.error(String, String, 
Object) とは異なり、テンプレートの評価は中断されないため、データを呼び出し元に返すことがで
きます。data の値は、GraphQL のレスポンスの error 内の該当する errors ブロックに追加され
ます。

Note

dataクエリ選択セットに基づいてフィルタリングされます。
$util.appendError(String, String, Object, Object)

カスタムエラーを追加します。これは、リクエストまたはレスポンスのマッピングテンプレートで
リクエストまたは呼び出し結果を持つエラーが検出される場合に、そのテンプレートで使用できま
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す。さらに、errorTypeフィールド、dataフィールド、errorInfoおよびフィールドを指定できま
す。$util.error(String, String, Object, Object) とは異なり、テンプレートの評価は中
断されないため、データを呼び出し元に返すことができます。data の値は、GraphQL のレスポンス
の error 内の該当する errors ブロックに追加されます。

Note

dataクエリ選択セットに基づいてフィルタリングされます。errorInfo の値は、GraphQL 
のレスポンスの error 内の該当する errors ブロックに追加されます。
errorInfoクエリ選択セットに基づくフィルタリングは行われません。

条件検証ユーティリティ
条件検証ユーティリティリスト

$util.validate(Boolean, String) : void

条件が false の場合は、 CustomTemplateException は指定されたメッセージとともにスローします。
$util.validate(Boolean, String, String) : void

条件が false の場合は、指定されたメッセージとエラータイプのをスローします。 
CustomTemplateException

$util.validate(Boolean, String, String, Object) : void

条件が false の場合は、指定されたメッセージとエラータイプ、 CustomTemplateException および応
答で返されるデータを含むを投げます。

動作ユーティリティが無効です
動作ユーティリティリストが無効です

$util.isNull(Object) : Boolean

指定されたオブジェクトが null である場合は true を返します。
$util.isNullOrEmpty(String) : Boolean

指定されたデータが null または空の文字列である場合は true を返します。それ以外の場合は、false 
を返します。

$util.isNullOrBlank(String) : Boolean

指定されたデータが null または空白文字列である場合は true を返します。それ以外の場合は、false 
を返します。

$util.defaultIfNull(Object, Object) : Object

最初のオブジェクトが null でない場合は、そのオブジェクトを返します。それ以外の場合は、2 番目
のオブジェクトを「デフォルトオブジェクト」として返します。

$util.defaultIfNullOrEmpty(String, String) : String

最初の文字列型が null でも空の文字列でもない場合は、その文字列を返します。それ以外の場合
は、2 番目の文字列型を「デフォルト文字列」として返します。

$util.defaultIfNullOrBlank(String, String) : String

最初の文字列型が null でも空白文字列でもない場合は、その文字列型を返します。それ以外の場合
は、2 番目の文字列型を「デフォルト文字列」として返します。

479



AWS AppSync デベロッパーガイド
$util のユーティリティヘルパー

パターンマッチングユーティリティ
タイプとパターンのマッチングユーティリティリスト

$util.typeOf(Object) : String

オブジェクトの型を表す文字列型を返します。サポートされている型識別名は 
"Null"、"Number"、"String"、"Map"、"List"、"Boolean" です。型を識別できない場合は、"Object" を返
します。

$util.matches(String, String) : Boolean

最初の引数で指定されたパターンが、2 番目の引数で指定されたデータと一致する場合は true を返し
ます。パターンは正規表現である必要があります (例: $util.matches("a*b", "aaaaab"))。この
機能は Java の Pattern に基づいています。詳細については、Pattern を参照してください。

$util.authType() : String

リクエストで使用されているマルチ認証タイプを表す文字列型 (String) の値を返します。「IAM 認
証」、「ユーザープールの認証」、「オープン ID Connect 認証」、または「API キー認証」のいずれ
かを返します。

オブジェクト検証ユーティリティ
オブジェクト検証ユーティリティリスト

$util.isString(Object) : Boolean

オブジェクトが String の場合は true を返します｡
$util.isNumber(Object) : Boolean

オブジェクトが Number の場合は true を返します｡
$util.isBoolean(Object) : Boolean

オブジェクトが Boolean の場合は true を返します｡
$util.isList(Object) : Boolean

オブジェクトが List の場合は true を返します｡
$util.isMap(Object) : Boolean

オブジェクトが Map の場合は true を返します｡

CloudWatch ロギングユーティリティ
CloudWatch ロギングユーティリティリスト

$util.log.info(Object) : Void

API CloudWatch のログレベルで要求レベルとフィールドレベルのロギングが有効になっている場
合、ALL提供されたオブジェクトの文字列表現を要求されたログストリームに記録します。

$util.log.info(String, Object...) : Void

API CloudWatch のログレベルで要求レベルと項目レベルのロギングが有効になっている場合、ALL提
供されたオブジェクトの文字列表現を要求されたログストリームに記録します。このユーティリティ
は、最初の入力形式 String の「{}」で示されるすべての変数を、指定されたオブジェクトの文字列表
現で順番に置き換えます。
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$util.log.error(Object) : Void

API CloudWatch ERROR のログレベルまたはログレベルでフィールドレベルのロギングが有効になっ
ている場合、ALL提供されたオブジェクトの文字列表現を要求されたログストリームに記録します。

$util.log.error(String, Object...) : Void

API CloudWatch ERROR のログレベルまたはログレベルでフィールドレベルのロギングが有効になっ
ている場合、ALL提供されたオブジェクトの文字列表現を要求されたログストリームに記録します。
このユーティリティは、最初の入力形式 String の「{}」で示されるすべての変数を、指定されたオブ
ジェクトの文字列表現で順番に置き換えます。

戻り値動作ユーティリティ
戻り値動作ユーティリティリスト

$util.qr() および $util.quiet()

戻り値を抑制しながら VTL ステートメントを実行します。これは、マップにアイテムを追加するな
ど、一時的なプレースホルダーを使用せずにメソッドを実行する場合に便利です。例:

#set ($myMap = {})
#set($discard = $myMap.put("id", "first value"))

次のようになります。

#set ($myMap = {})
$util.qr($myMap.put("id", "first value"))

$util.escapeJavaScript(String) : String

JavaScript 入力文字列をエスケープされた文字列として返します。

リゾルバー認可
リゾルバー認証リスト

$util.unauthorized()

解決されるフィールドに対して Unauthorized をスローします。これをリクエストマッピングテン
プレートまたはレスポンスマッピングテンプレートで使用して、呼び出し元にフィールドの解決を許
可するかどうかを決定します。

AWS AppSync 指令
AWS AppSync VTL で記述する際の開発者の生産性を向上させるためのディレクティブを公開します。

ディレクティブユーティリティ
#return(Object)

#return(Object)を使用すると、どのマッピングテンプレートからでもすぐに戻ることができま
す。 #return(Object)最も近いスコープのロジックブロックから返されるという点で、プログラミ
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ング言語の return キーワードに似ています。#return(Object)リゾルバーマッピングテンプレート
の内部で使用すると、リゾルバーから戻ります。さらに、#return(Object)関数マッピングテンプ
レートから使用すると、関数から戻り、パイプライン内の次の関数またはリゾルバー応答マッピング
テンプレートのいずれかに実行が継続されます。

#return

#returnディレクティブはと同じ動作をしますが#return(Object)、null代わりに返されます。

$util.time の日時ヘルパー
$util.time 変数には、タイムスタンプの生成、日時形式間の変換、および日時文字列の解析に役立つ日
時メソッドが含まれています。DateTimeFormatter日時フォーマットの構文はこれに基づいており、詳細
なドキュメントを参照できます。以下にいくつかの例と、使用可能な方法と説明のリストを示します。

タイムユーティリティ
タイムユーティリティリスト

$util.time.nowISO8601() : String

ISO 8601 形式の UTC の文字列型表現を返します。
$util.time.nowEpochSeconds() : long

エポック (1970-01-01T00:00:00Z) から現在までの秒数を返します。
$util.time.nowEpochMilliSeconds() : long

エポック (1970-01-01T00:00:00Z) から現在までのミリ秒数を返します。
$util.time.nowFormatted(String) : String

文字列型の入力引数で指定された形式を使用して、UTC での現在のタイムスタンプを返します。
$util.time.nowFormatted(String, String) : String

文字列型の入力引数で指定された形式とタイムゾーンを使用して、そのタイムゾーンでの現在のタイ
ムスタンプを返します。

$util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds(String, String) : Long

String として渡されたタイムスタンプと形式を解析し、タイムスタンプをエポックからのミリ秒単位
で返します。

$util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds(String, String, String) : Long

String として渡されたタイムスタンプをフォーマットとタイムゾーンとともに解析し、タイムスタン
プをエポックからのミリ秒単位で返します。

$util.time.parseISO8601ToEpochMilliSeconds(String) : Long

String として渡された ISO8601 タイムスタンプを解析し、タイムスタンプをエポックからのミリ秒単
位で返します。

$util.time.epochMilliSecondsToSeconds(long) : long

エポックからのミリ秒単位のタイムスタンプを、エポックからの秒単位のタイムスタンプに変換しま
す。

$util.time.epochMilliSecondsToISO8601(long) : String

エポックミリ秒のタイムスタンプを ISO8601 タイムスタンプに変換します。
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$util.time.epochMilliSecondsToFormatted(long, String) : String

エポックミリ秒のタイムスタンプを、指定された形式に従って UTC 形式でフォーマットされたタイム
スタンプに変換します。

$util.time.epochMilliSecondsToFormatted(long, String, String) : String

長い形式で渡されたエポックミリ秒のタイムスタンプを、指定されたタイムゾーンの指定された形式
に従ってフォーマットされたタイムスタンプに変換します。

スタンドアロン関数の例
$util.time.nowISO8601()                                            : 
 2018-02-06T19:01:35.749Z
$util.time.nowEpochSeconds()                                       : 1517943695
$util.time.nowEpochMilliSeconds()                                  : 1517943695750
$util.time.nowFormatted("yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ")                    : 2018-02-06 
 19:01:35+0000
$util.time.nowFormatted("yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ", "+08:00")          : 2018-02-07 
 03:01:35+0800
$util.time.nowFormatted("yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ", "Australia/Perth") : 2018-02-07 
 03:01:35+0800

変換の例
#set( $nowEpochMillis = 1517943695758 )
$util.time.epochMilliSecondsToSeconds($nowEpochMillis)                                    
  : 1517943695
$util.time.epochMilliSecondsToISO8601($nowEpochMillis)                                    
  : 2018-02-06T19:01:35.758Z
$util.time.epochMilliSecondsToFormatted($nowEpochMillis, "yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ")          
  : 2018-02-06 19:01:35+0000
$util.time.epochMilliSecondsToFormatted($nowEpochMillis, "yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ", 
 "+08:00") : 2018-02-07 03:01:35+0800

解析の例
$util.time.parseISO8601ToEpochMilliSeconds("2018-02-01T17:21:05.180+08:00")                 
          : 1517476865180
$util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds("2018-02-02 01:19:22+0800", "yyyy-MM-dd 
 HH:mm:ssZ")     : 1517505562000
$util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds("2018-02-02 01:19:22", "yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 
 "+08:00") : 1517505562000

AWS AppSync 定義されたスカラーでの使用
次の形式は、AWSDate、AWSDateTime、および AWSTime と互換性があります。

$util.time.nowFormatted("yyyy-MM-dd[XXX]", "-07:00:30")               : 2018-07-11-07:00
$util.time.nowFormatted("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[XXXXX]", "-07:00:30")  : 
 2018-07-11T15:14:15-07:00:30

$util.list のヘルパーのリスト
$util.listには、ユースケースをフィルタリングするためにリストから項目を削除したり保持したりす
るなど、一般的なリスト操作に役立つメソッドが含まれています。
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リストユーティリティ

$util.list.copyAndRetainAll(List, List) : List

2 番目の引数で指定された項目だけを保持したまま、1 番目の引数で指定されたリストの簡潔なコ
ピーを作成します (存在する場合)。他のすべての項目はそのコピーから削除されます。

$util.list.copyAndRemoveAll(List, List) : List

1 番目の引数で指定されたリストの簡潔なコピーを作成し、2 番目の引数にその項目が指定されてい
る場合はそれをすべて削除します。他のすべての項目はそのコピーで保持されます。

$util.list.sortList(List, Boolean, String) : List

最初の引数で指定されたオブジェクトのリストをソートします。2 番目の引数が true の場合、リスト
は降順でソートされます。2 番目の引数が false の場合、リストは昇順でソートされます。3 番目の引
数は、カスタムオブジェクトのリストをソートするために使用されるプロパティの文字列名です。文
字列、整数、浮動小数点数、倍精度浮動小数点数だけのリストの場合、3 番目の引数は任意のランダ
ムな文字列になります。すべてのオブジェクトが同じクラスのものでない場合は、元のリストが返さ
れます。最大 1000 個のオブジェクトを含むリストのみがサポートされます。以下は、このユーティ
リティの使用例です。

 INPUT:      $util.list.sortList([{"description":"youngest", "age":5},
{"description":"middle", "age":45}, {"description":"oldest", "age":85}], false, 
 "description") 
 OUTPUT:     [{"description":"middle", "age":45}, {"description":"oldest", "age":85}, 
 {"description":"youngest", "age":5}]

$util.map のマップヘルパー
$util.mapには、ユースケースをフィルタリングするためにマップからアイテムを削除または保持するな
ど、一般的なマップ操作に役立つメソッドが含まれています。

マップユーティリティ

$util.map.copyAndRetainAllKeys(Map, List) : Map

リストに指定されたキーがある場合は、そのキーだけを保持したまま、最初のマップの浅いコピーを
作成します。他のすべてのキーはそのコピーから削除されます。

$util.map.copyAndRemoveAllKeys(Map, List) : Map

リストでキーが指定されているエントリがあればそれを削除しながら、最初のマップの浅いコピーを
作成します。他のすべてのキーはそのコピーで保持されます。

$util.dynamodb の DynamoDB ヘルパー
$util.dynamodb には、Amazon DynamoDBに対するデータの読み書きを容易にするヘルパーメソッド 
(自動型マッピングやフォーマットなど) が含まれています。これらのメソッドは、プリミティブ型やリス
ト型を適切な DynamoDB 入力形式に自動的にマッピングするように設計されていて、そのマッピングは
{ "TYPE" : VALUE } 形式の Map です。

たとえば、前述の例で、DynamoDB に新しい項目を作成するリクエストマッピングテンプレートは次のよ
うになっていました。

{ 
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    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key": { 
        "id" : { "S" : "$util.autoId()" } 
    }, 
    "attributeValues" : { 
         "title" : { "S" : $util.toJson($ctx.args.title) }, 
         "author" : { "S" : $util.toJson($ctx.args.author) }, 
         "version" : { "N", $util.toJson($ctx.args.version) } 
    }
}

このオブジェクトにフィールドを追加する場合は、スキーマで GraphQL でクエリを更新し、リクエスト
マッピングテンプレートも更新する必要があります。ただし、スキーマに追加された新しいフィールドが
自動的に取得され、正しい型で DynamoDB に追加されるように、リクエストマッピングテンプレートを
再構築できるようになりました。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key": { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($util.autoId()) 
    }, 
    "attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)
}

上記の例では、$util.dynamodb.toDynamoDBJson(...) ヘルパーを使用して、生成された ID を自
動的に取得し、それを文字列属性の DynamoDB 表現に変換しています。次に、すべての引数を取得して 
DynamoDB 表現に変換し、それをテンプレートの attributeValues フィールドに出力しています。

各ヘルパーには、オブジェクトを返すバージョン (例 : $util.dynamodb.toString(...)) と、オブ
ジェクトを JSON 文字列として返すバージョン (例 : $util.dynamodb.toStringJson(...)) の 2 つ
のバージョンがあります。上記の例では、データを JSON 文字列として返すバージョンを使用していま
した。次に示すように、オブジェクトがテンプレートで使用される前にそのオブジェクトを操作する場合
は、代わりにオブジェクトを返すことを選択できます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key": { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($util.autoId()) 
    }, 

    #set( $myFoo = $util.dynamodb.toMapValues($ctx.args) ) 
    #set( $myFoo.version = $util.dynamodb.toNumber(1) ) 
    #set( $myFoo.timestamp = $util.dynamodb.toString($util.time.nowISO8601())) 

    "attributeValues" : $util.toJson($myFoo)
}

前述の例では、変換された引数を JSON 文字列としてではなくマップとして返し、version フィールド
と timestamp フィールドを追加してから、最終的にテンプレートで attributeValues を使用してそれ
らを $util.toJson(...) フィールドに出力していました。

各ヘルパーの JSON バージョンは、非 JSON バージョンを $util.toJson(...) でラップすることと等
価です。たとえば、次の 2 つのステートメントはまったく同じです。

$util.toStringJson("Hello, World!")
$util.toJson($util.toString("Hello, World!"))
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ダイナモデータベースへ
DynamoDB ユーティリティリストへ

$util.dynamodb.toDynamoDB(Object) : Map

入力されたオブジェクトを適切な DynamoDB 表現形式に変換する DynamoDB 用の一般的なオブジェ
クト変換ツールです。このツールは、一部の型の表現方法に関して融通が利きません。たとえば、
セット型 ("SS"、"NS"、"BS") ではなくリスト型 ("L") が使用されます。これは、DynamoDB 属性値を
記述するオブジェクトを返します。

文字列の例

Input:      $util.dynamodb.toDynamoDB("foo")
Output:     { "S" : "foo" }

番号の例

Input:      $util.dynamodb.toDynamoDB(12345)
Output:     { "N" : 12345 }

ブーリアンの例

Input:      $util.dynamodb.toDynamoDB(true)
Output:     { "BOOL" : true }

リストの例

Input:      $util.dynamodb.toDynamoDB([ "foo", 123, { "bar" : "baz" } ])
Output:     { 
               "L" : [ 
                   { "S" : "foo" }, 
                   { "N" : 123 }, 
                   { 
                       "M" : { 
                           "bar" : { "S" : "baz" } 
                       } 
                   } 
               ] 
           }

マップ例

Input:      $util.dynamodb.toDynamoDB({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep": 
 [ "boop"] })
Output:     { 
               "M" : { 
                   "foo"  : { "S" : "bar" }, 
                   "baz"  : { "N" : 1234 }, 
                   "beep" : { 
                       "L" : [ 
                           { "S" : "boop" } 
                       ] 
                   } 
               } 
           }
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$util.dynamodb.toDynamoDBJson(Object) : String

$util.dynamodb.toDynamoDB(Object) : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を JSON エ
ンコード形式の文字列として返します。

ToString ユーティリティ
ToString ユーティリティリスト

$util.dynamodb.toString(String) : String

入力文字列型を DynamoDB の文字列形式に変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブ
ジェクトを返します。

Input:      $util.dynamodb.toString("foo")
Output:     { "S" : "foo" }

$util.dynamodb.toStringJson(String) : Map

$util.dynamodb.toString(String) : String と同じですが、 DynamoDBの属性値を JSON 
エンコード形式の文字列として返します。

$util.dynamodb.toStringSet(List<String>) : Map

文字列型のリスト型を DynamoDB の文字列セット形式に変換します。これは、DynamoDB 属性値を
記述するオブジェクトを返します。

Input:      $util.dynamodb.toStringSet([ "foo", "bar", "baz" ])
Output:     { "SS" : [ "foo", "bar", "baz" ] }

$util.dynamodb.toStringSetJson(List<String>) : String

$util.dynamodb.toStringSet(List<String>) : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を 
JSON エンコード形式の文字列として返します。

ナンバリングユーティリティ
数値ユーティリティリストへ

$util.dynamodb.toNumber(Number) : Map

数値を DynamoDB の数値形式に変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを
返します。

Input:      $util.dynamodb.toNumber(12345)
Output:     { "N" : 12345 }

$util.dynamodb.toNumberJson(Number) : String

$util.dynamodb.toNumber(Number) : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を JSON エン
コード形式の文字列として返します。

$util.dynamodb.toNumberSet(List<Number>) : Map

数値のリストを DynamoDB の数値セット形式に変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述する
オブジェクトを返します。
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Input:      $util.dynamodb.toNumberSet([ 1, 23, 4.56 ])
Output:     { "NS" : [ 1, 23, 4.56 ] }

$util.dynamodb.toNumberSetJson(List<Number>) : String

$util.dynamodb.toNumberSet(List<Number>) : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を 
JSON エンコード形式の文字列として返します。

バイナリユーティリティへ
バイナリユーティリティリストへ

$util.dynamodb.toBinary(String) : Map

base64 文字列としてエンコードされたバイナリデータを DynamoDB のバイナリ形式に変換します。
これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。

Input:      $util.dynamodb.toBinary("foo")
Output:     { "B" : "foo" }

$util.dynamodb.toBinaryJson(String) : String

$util.dynamodb.toBinary(String) : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を JSON エン
コード形式の文字列として返します。

$util.dynamodb.toBinarySet(List<String>) : Map

base64 文字列としてエンコードされたバイナリデータのリストを DynamoDB のバイナリセット形式
に変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。

Input:      $util.dynamodb.toBinarySet([ "foo", "bar", "baz" ])
Output:     { "BS" : [ "foo", "bar", "baz" ] }

$util.dynamodb.toBinarySetJson(List<String>) : String

$util.dynamodb.toBinarySet(List<String>) : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を 
JSON エンコード形式の文字列として返します。

ブール演算ユーティリティ
ToBoolean ユーティリティリスト

$util.dynamodb.toBoolean(Boolean) : Map

ブール値を DynamoDB の該当するブール形式に変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述する
オブジェクトを返します。

Input:      $util.dynamodb.toBoolean(true)
Output:     { "BOOL" : true }

$util.dynamodb.toBooleanJson(Boolean) : String

$util.dynamodb.toBoolean(Boolean) : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を JSON エ
ンコード形式の文字列として返します。
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To NULL ユーティリティ
ユーティリティリストを NULL にする

$util.dynamodb.toNull() : Map

null を DynamoDB の null 形式で返します。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返
します。

Input:      $util.dynamodb.toNull()
Output:     { "NULL" : null }

$util.dynamodb.toNullJson() : String

$util.dynamodb.toNull() : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を JSON エンコード形式
の文字列として返します。

トップリストユーティリティ
TopList ユーティリティリスト

$util.dynamodb.toList(List) : Map

オブジェクトのリスト型を DynamoDB のリスト形式に変換します。リスト内の各項目も、該当する 
DynamoDB 形式に変換されます。このツールは、一部のネステッドオブジェクトの表現方法に関し
て融通が利きません。たとえば、セット型 ("SS"、"NS"、"BS") ではなくリスト型 ("L") が使用されま
す。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。

Input:      $util.dynamodb.toList([ "foo", 123, { "bar" : "baz" } ])
Output:     { 
               "L" : [ 
                   { "S" : "foo" }, 
                   { "N" : 123 }, 
                   { 
                       "M" : { 
                           "bar" : { "S" : "baz" } 
                       } 
                   } 
               ] 
           }

$util.dynamodb.toListJson(List) : String

$util.dynamodb.toList(List) : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を JSON エンコー
ド形式の文字列として返します。

toMap ユーティリティ
toMap ユーティリティリスト

$util.dynamodb.toMap(Map) : Map

マップを DynamoDB のマップ形式に変換します。マップ内の各値も、該当する DynamoDB 形式
に変換されます。このツールは、一部のネステッドオブジェクトの表現方法に関して融通が利き
ません。たとえば、セット型 ("SS"、"NS"、"BS") ではなくリスト型 ("L") が使用されます。これ
は、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。
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Input:      $util.dynamodb.toMap({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep": [ "boop"] })
Output:     { 
               "M" : { 
                   "foo"  : { "S" : "bar" }, 
                   "baz"  : { "N" : 1234 }, 
                   "beep" : { 
                       "L" : [ 
                           { "S" : "boop" } 
                       ] 
                   } 
               } 
           }

$util.dynamodb.toMapJson(Map) : String

$util.dynamodb.toMap(Map) : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を JSON エンコード形
式の文字列として返します。

$util.dynamodb.toMapValues(Map) : Map

マップ内の各値を該当する DynamoDB 形式に変換して、マップのコピーを作成します。このツー
ルは、一部のネステッドオブジェクトの表現方法に関して融通が利きません。たとえば、セット型 
("SS"、"NS"、"BS") ではなくリスト型 ("L") が使用されます。

Input:      $util.dynamodb.toMapValues({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep": 
 [ "boop"] })
Output:     { 
               "foo"  : { "S" : "bar" }, 
               "baz"  : { "N" : 1234 }, 
               "beep" : { 
                   "L" : [ 
                       { "S" : "boop" } 
                   ] 
               } 
           }

Note

これは DynamoDB 属性値の内容のみを返し、属性値全体は返さないため、とは少し異なりま
す。$util.dynamodb.toMap(Map) : Mapたとえば、次の 2 つのステートメントはまった
く同じです。

$util.dynamodb.toMapValues($map)
$util.dynamodb.toMap($map).get("M")

$util.dynamodb.toMapValuesJson(Map) : String

$util.dynamodb.toMapValues(Map) : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を JSON エン
コード形式の文字列として返します。

S3 オブジェクトユーティリティ
S3 オブジェクトユーティリティリスト

$util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String region) : Map

キー、バケット、およびリージョンを DynamoDB の S3 オブジェクト表現に変換します。これ
は、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。

Input:      $util.dynamodb.toS3Object("foo", "bar", region = "baz")

490



AWS AppSync デベロッパーガイド
$util.rds の Amazon RDS ヘルパー

Output:     { "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo", \"bucket\" : \"bar", \"region\" : 
 \"baz" } }" }

$util.dynamodb.toS3ObjectJson(String key, String bucket, String region) : 
String

$util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String region) : Map と
同じですが、 DynamoDBの属性値を JSON エンコード形式の文字列として返します。

$util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String region, String 
version) : Map

キー、バケット、リージョン、およびバージョン (省略可) を DynamoDB の S3 オブジェクト表現に
変換します。これは、DynamoDB 属性値を記述するオブジェクトを返します。

Input:      $util.dynamodb.toS3Object("foo", "bar", "baz", "beep")
Output:     { "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo\", \"bucket\" : \"bar\", \"region\" : 
 \"baz\", \"version\" = \"beep\" } }" }

$util.dynamodb.toS3ObjectJson(String key, String bucket, String region, String 
version) : String

$util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String region, String 
version) : Map と同じですが、 DynamoDBの属性値を JSON エンコード形式の文字列として返し
ます。

$util.dynamodb.fromS3ObjectJson(String) : Map

DynamoDB の S3 オブジェクトの文字列値を受け入れて、キー、バケット、リージョン、およびバー
ジョン (省略可) が含まれているマップを返します。

Input:      $util.dynamodb.fromS3ObjectJson({ "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo\", 
 \"bucket\" : \"bar\", \"region\" : \"baz\", \"version\" = \"beep\" } }" })
Output:     { "key" : "foo", "bucket" : "bar", "region" : "baz", "version" : "beep" }

$util.rds の Amazon RDS ヘルパー
$util.rds結果出力から不要なデータを削除して Amazon RDS オペレーションをフォーマットするヘル
パーメソッドが含まれています

$util.rds ユーティリティリスト

$util.rds.toJsonString(String serializedSQLResult): String

文字列化された生の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データ APIString の操作
結果形式をより簡潔な文字列に変換することにより、を返します。返される文字列は、結果セットの 
SQL レコードのシリアル化されたリストです。すべてのレコードはキーと値のペアの集合として表さ
れます。キーは対応する列名です。

入力内の対応するステートメントがミューテーション (INSERT、UPDATE、DELETE など) の原因と
なる SQL クエリである場合、空のリストが返されます。たとえば、select * from Books limit 
2このクエリでは Amazon RDS データオペレーションの未処理の結果が返されます。

{ 
    "sqlStatementResults": [ 
        { 
            "numberOfRecordsUpdated": 0, 
            "records": [ 
                [ 
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                    { 
                        "stringValue": "Mark Twain" 
                    }, 
                    { 
                        "stringValue": "Adventures of Huckleberry Finn" 
                    }, 
                    { 
                        "stringValue": "978-1948132817" 
                    } 
                ], 
                [ 
                    { 
                        "stringValue": "Jack London" 
                    }, 
                    { 
                        "stringValue": "The Call of the Wild" 
                    }, 
                    { 
                        "stringValue": "978-1948132275" 
                    } 
                  ] 
            ], 
            "columnMetadata": [ 
                { 
                    "isSigned": false, 
                    "isCurrency": false, 
                    "label": "author", 
                    "precision": 200, 
                    "typeName": "VARCHAR", 
                    "scale": 0, 
                    "isAutoIncrement": false, 
                    "isCaseSensitive": false, 
                    "schemaName": "", 
                    "tableName": "Books", 
                    "type": 12, 
                    "nullable": 0, 
                    "arrayBaseColumnType": 0, 
                    "name": "author" 
                }, 
                { 
                    "isSigned": false, 
                    "isCurrency": false, 
                    "label": "title", 
                    "precision": 200, 
                    "typeName": "VARCHAR", 
                    "scale": 0, 
                    "isAutoIncrement": false, 
                    "isCaseSensitive": false, 
                    "schemaName": "", 
                    "tableName": "Books", 
                    "type": 12, 
                    "nullable": 0, 
                    "arrayBaseColumnType": 0, 
                    "name": "title" 
                }, 
                { 
                    "isSigned": false, 
                    "isCurrency": false, 
                    "label": "ISBN-13", 
                    "precision": 15, 
                    "typeName": "VARCHAR", 
                    "scale": 0, 
                    "isAutoIncrement": false, 
                    "isCaseSensitive": false, 
                    "schemaName": "", 
                    "tableName": "Books", 
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                    "type": 12, 
                    "nullable": 0, 
                    "arrayBaseColumnType": 0, 
                    "name": "ISBN-13" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

util.rds.toJsonStringは:

[ 
  { 
    "author": "Mark Twain", 
    "title": "Adventures of Huckleberry Finn", 
    "ISBN-13": "978-1948132817" 
  }, 
  { 
    "author": "Jack London", 
    "title": "The Call of the Wild", 
    "ISBN-13": "978-1948132275" 
  },
]

$util.rds.toJsonObject(String serializedSQLResult): Object

これはと同じですがutil.rds.toJsonString、結果は JSONObject になります。

$util.http の HTTP ヘルパー
$util.httpこのユーティリティには、HTTP 要求パラメータの管理や応答ヘッダーの追加に使用できる
ヘルパーメソッドが用意されています。

$util.http ユーティリティリスト

$util.http.copyHeaders(Map) : Map

制限された HTTP ヘッダーのセットなしでマップからヘッダーをコピーします。これを使用して、リ
クエストヘッダーをダウンストリーム HTTP エンドポイントに転送できます。

{ 
    ... 
    "params": { 
        ... 
        "headers": $util.http.copyHeaders($ctx.request.headers), 
        ... 
    }, 
    ...
}

$util.http.addResponseHeader(String, Object)

応答の名前 (String) と値 (Object) を含む単一のカスタムヘッダーを追加します。以下の制限が適用
されます。
• ヘッダー名は、既存のヘッダー、制限付きAWS、AWS AppSyncまたはヘッダーのいずれにも一致

できません。
• ヘッダー名の先頭に、x-amzn-またはなどの制限付きプレフィックスを使用することはできませ

んx-amz-。

493



AWS AppSync デベロッパーガイド
$util.xml の XML ヘルパー

• カスタム応答ヘッダーのサイズは 4 KB を超えることはできません。これにはヘッダ名と値が含ま
れます。

• 各レスポンスヘッダーは、GraphQL オペレーションごとに 1 回定義する必要があります。ただし、
同じ名前のカスタムヘッダーを複数回定義すると、最新の定義が応答に表示されます。名前に関係
なく、すべてのヘッダーがヘッダーサイズの制限にカウントされます。

...
$util.http.addResponseHeader("itemsCount", 7)
$util.http.addResponseHeader("render", $ctx.args.render)
...

$util.http.addResponseHeaders(Map)

指定された名前 (String) と値のマップ () からの応答に複数の応答ヘッダーを追加しま
す。ObjectaddResponseHeader(String, Object)この方法に記載されているのと同じ制限がこ
の方法にも適用されます。

...
#set($headersMap = {})
$util.qr($headersMap.put("headerInt", 12))
$util.qr($headersMap.put("headerString", "stringValue"))
$util.qr($headersMap.put("headerObject", {"field1": 7, "field2": "string"}))
$util.http.addResponseHeaders($headersMap)
...

$util.xml の XML ヘルパー
$util.xmlには、XML 応答を JSON または辞書に簡単に変換できるヘルパーメソッドが含まれていま
す。

$util.xml ユーティリティリスト
$util.xml.toMap(String) : Map

XML 文字列を辞書に変換します。

Input:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<posts>
<post> 
  <id>1</id> 
  <title>Getting started with GraphQL</title>
</post>
</posts>

Output (JSON representation):

{ 
  "posts":{ 
    "post":{ 
      "id":1, 
      "title":"Getting started with GraphQL" 
    } 
  }
}

Input:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<posts>
<post> 
  <id>1</id> 
  <title>Getting started with GraphQL</title>
</post>
<post> 
  <id>2</id> 
  <title>Getting started with AWS AppSync</title>
</post>
</posts>

Output (JSON representation):

{ 
  "posts":{ 
    "post":[ 
        { 
          "id":1, 
          "title":"Getting started with GraphQL" 
        }, 
        { 
          "id":2, 
          "title":"Getting started with AWS AppSync" 
        } 
    ] 
  }
}

$util.xml.toJsonString(String) : String

XML 文字列を JSON 文字列に変換します。これは toMap に似ていますが、出力が文字列である点が
異なります。これは、XML レスポンスを HTTP オブジェクトから JSON に直接変換し、返す場合に
便利です。

$util.xml.toJsonString(String, Boolean) : String

XML 文字列を JSON 文字列に変換し、オプションの Boolean パラメータを使用して JSON 文字列を
文字列エンコードするかどうかを判断します。

$util.transform の変換ヘルパー
$util.transform には、Amazon DynamoDB フィルター処理などの、データソースに対する複雑なオペ
レーションの実行を容易にするヘルパーメソッドが含まれています。

変換ヘルパー
変換ヘルパーユーティリティリスト

$util.transform.toDynamoDBFilterExpression(Map) : Map

入力文字列を DynamoDB で使用するフィルター式に変換します。

Input:

$util.transform.toDynamoDBFilterExpression({ 
    "title":{ 
      "contains":"Hello World" 
    } 
  })
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Output:

{ 
    "expression" : "contains(#title, :title_contains)" 
    "expressionNames" : { 
        "#title" : "title", 
    }, 
    "expressionValues" : { 
        ":title_contains" : { "S" : "Hello World" } 
    },
}

$util.transform.toElasticsearchQueryDSL(Map) : Map

指定された入力を同等の OpenSearch クエリ DSL 式に変換し、JSON 文字列として返します。

Input:

$util.transform.toElasticsearchQueryDSL({ 
    "upvotes":{ 
        "ne":15, 
        "range":[ 
            10, 
            20 
        ] 
    }, 
    "title":{ 
        "eq":"hihihi", 
        "wildcard":"h*i" 
    } 
  })

Output:
{ 
    "bool":{ 
      "must":[ 
          { 
            "bool":{ 
              "must":[ 
                  { 
                    "bool":{ 
                      "must_not":{ 
                        "term":{ 
                          "upvotes":15 
                        } 
                      } 
                    } 
                  }, 
                  { 
                    "range":{ 
                      "upvotes":{ 
                        "gte":10, 
                        "lte":20 
                      } 
                    } 
                  } 
              ] 
            } 
          }, 
          { 
            "bool":{ 
              "must":[ 
                  { 
                    "term":{ 
                      "title":"hihihi" 
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                    } 
                  }, 
                  { 
                  "wildcard":{ 
                      "title":"h*i" 
                    } 
                  } 
              ] 
            } 
          } 
      ] 
    }
}

デフォルトの演算子は AND と仮定されます。

変換ヘルパー、サブスクリプションフィルター
変換ヘルパー、サブスクリプションフィルター、ユーティリティリスト

$util.transform.toSubscriptionFilter(Map) : Map

MapSubscriptionFilter入力オブジェクトをエクスプレッションオブジェクトに変換しま
す。$util.transform.toSubscriptionFilter$extensions.setSubscriptionFilter()こ
のメソッドはエクステンションへの入力として使用されます。詳細については、「拡張機能」を参照
してください。

$util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List) : Map

MapSubscriptionFilter入力オブジェクトをエクスプレッションオブジェクトに変換しま
す。$util.transform.toSubscriptionFilter$extensions.setSubscriptionFilter()こ
のメソッドはエクステンションへの入力として使用されます。詳細については、「拡張機能」を参照
してください。

最初の引数は、MapSubscriptionFilterエクスプレッションオブジェクトに変換される入力オブ
ジェクトです。2List 番目の引数は、SubscriptionFilterエクスプレッションオブジェクトを作
成するときに 1Map 番目の入力オブジェクトでは無視されるフィールド名です。

$util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List, Map) : Map

MapSubscriptionFilter入力オブジェクトをエクスプレッションオブジェクトに変換しま
す。$util.transform.toSubscriptionFilter$extensions.setSubscriptionFilter()こ
のメソッドはエクステンションへの入力として使用されます。詳細については、「拡張機能」を参照
してください。

MapSubscriptionFilter最初の引数はエクスプレッションオブジェクトに変換される入力オブジェ
クト、2Map 番目の引数は最初の入力オブジェクトでは無視されるフィールド名、3Map 番目の引数は
厳密なルールの入力オブジェクトです。ListSubscriptionFilterエクスプレッションオブジェク
トを構築します。これらの厳格なルールは、少なくとも 1SubscriptionFilter つのルールが満た
されてサブスクリプションフィルタを通過するようにエクスプレッションオブジェクトに含まれてい
ます。

サブスクリプションフィルター引数
次の表は、以下のユーティリティの引数の定義方法を説明しています。

• $util.transform.toSubscriptionFilter(Map) : Map
• $util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List) : Map
• $util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List, Map) : Map
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Argument 1: Map

引数 1 は、Map次のキー値を持つオブジェクトです。

• フィールド名
• 「と」
• 「または」

フィールド名をキーとして使用する場合、"operator" : "value"これらのフィールドのエントリ
の条件はという形式になります。

次の例では、エントリをに追加する方法を示しますMap。

"field_name" : { 
                    "operator1" : value              
               }

## We can have multiple conditions for the same field_name:  

"field_name" : { 
                    "operator1" : value              
                    "operator2" : value 
                    . 
                    . 
                    .                   
               }

フィールドに 2 つ以上の条件が設定されている場合、これらの条件はすべて OR 操作を使用したもの
と見なされます。

入力にはキーとして「and」と「or」Map を使用することもできます。つまり、これらの中のすべて
のエントリは、キーに応じて AND または OR ロジックを使用して結合する必要があります。キー値
「and」と「or」には条件の配列が必要です。

"and" : [ 
             
            { 
                "field_name1" : { 
                    "operator1" : value              
                } 
             }, 
              
             { 
                "field_name2" : { 
                    "operator1" : value              
                } 
             }, 
             . 
             . 
        ].

「and」と「or」はネストできることに注意してください。つまり、別の「and」/「or」ブロック内に
「and」/「or」をネストすることができます。ただし、これは単純なフィールドでは機能しません。

"and" : [ 
             
            { 
                "field_name1" : { 
                    "operator" : value              
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                } 
             }, 
              
             { 
                "or" : [ 
                            { 
                                "field_name2" : { 
                                    "operator" : value              
                                } 
                            }, 
                             
                            { 
                                "field_name3" : { 
                                    "operator" : value              
                                } 
                            } 
               
                        ].

次の例は、を使用して引数 1 の入力を示していま
す$util.transform.toSubscriptionFilter(Map) : Map。

インプット

引数 1: マップ:

{ 
  "percentageUp": { 
    "lte": 50, 
    "gte": 20 
  }, 
  "and": [ 
    { 
      "title": { 
        "ne": "Book1" 
      } 
    }, 
    { 
      "downvotes": { 
        "gt": 2000 
      } 
    } 
  ], 
  "or": [ 
    { 
      "author": { 
        "eq": "Admin" 
      } 
    }, 
    { 
      "isPublished": { 
        "eq": false 
      } 
    } 
  ]
}

出力

Map結果はオブジェクトです。

{ 
  "filterGroup": [ 
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    { 
      "filters": [ 
        { 
          "fieldName": "percentageUp", 
          "operator": "lte", 
          "value": 50 
        }, 
        { 
          "fieldName": "title", 
          "operator": "ne", 
          "value": "Book1" 
        }, 
        { 
          "fieldName": "downvotes", 
          "operator": "gt", 
          "value": 2000 
        }, 
        { 
          "fieldName": "author", 
          "operator": "eq", 
          "value": "Admin" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "filters": [ 
        { 
          "fieldName": "percentageUp", 
          "operator": "lte", 
          "value": 50 
        }, 
        { 
          "fieldName": "title", 
          "operator": "ne", 
          "value": "Book1" 
        }, 
        { 
          "fieldName": "downvotes", 
          "operator": "gt", 
          "value": 2000 
        }, 
        { 
          "fieldName": "isPublished", 
          "operator": "eq", 
          "value": false 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "filters": [ 
        { 
          "fieldName": "percentageUp", 
          "operator": "gte", 
          "value": 20 
        }, 
        { 
          "fieldName": "title", 
          "operator": "ne", 
          "value": "Book1" 
        }, 
        { 
          "fieldName": "downvotes", 
          "operator": "gt", 
          "value": 2000 
        }, 
        { 
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          "fieldName": "author", 
          "operator": "eq", 
          "value": "Admin" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "filters": [ 
        { 
          "fieldName": "percentageUp", 
          "operator": "gte", 
          "value": 20 
        }, 
        { 
          "fieldName": "title", 
          "operator": "ne", 
          "value": "Book1" 
        }, 
        { 
          "fieldName": "downvotes", 
          "operator": "gt", 
          "value": 2000 
        }, 
        { 
          "fieldName": "isPublished", 
          "operator": "eq", 
          "value": false 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

Argument 2: List

引数 2 にはList、SubscriptionFilter式オブジェクトを作成するときに入力Map (引数 1) に含め
るべきではないフィールド名が含まれています。Listは空でもかまいません。

次の例は、を使用して引数 1 と引数 2 の入力を示していま
す$util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List) : Map。

インプット

引数 1: マップ:

{ 
  "percentageUp": { 
    "lte": 50, 
    "gte": 20 
  }, 
  "and": [ 
    { 
      "title": { 
        "ne": "Book1" 
      } 
    }, 
    { 
      "downvotes": { 
        "gt": 20 
      } 
    } 
  ], 
  "or": [ 
    { 
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      "author": { 
        "eq": "Admin" 
      } 
    }, 
    { 
      "isPublished": { 
        "eq": false 
      } 
    } 
  ]
}

引数 2: リスト:

["percentageUp", "author"]

出力

Map結果はオブジェクトです。

{ 
  "filterGroup": [ 
    { 
      "filters": [ 
        { 
          "fieldName": "title", 
          "operator": "ne", 
          "value": "Book1" 
        }, 
        { 
          "fieldName": "downvotes", 
          "operator": "gt", 
          "value": 20 
        }, 
        { 
          "fieldName": "isPublished", 
          "operator": "eq", 
          "value": false 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

Argument 3: Map

引数 3 は、Mapフィールド名をキー値とするオブジェクトです (「and」や「or」は使用できません)。
フィールド名をキーとして使用する場合、"operator" : "value"これらのフィールドの条件はと
いう形式のエントリです。引数 1 とは異なり、引数 3 は同じキーに複数の条件を含めることはできま
せん。さらに、引数 3 には「and」または「or」句がないため、ネストも必要ありません。

引数 3 は厳密な規則のリストを表し、これらの条件の少なくとも 1SubscriptionFilter つが満た
されてフィルタを通過するように条件式オブジェクトに追加されます。

{ 
  "fieldname1": { 
    "operator": value 
  }, 
  "fieldname2": { 
    "operator": value 
  }
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}
.
.
.

次の例は、を使用して引数 1、引数 2、および引数 3 の入力を示していま
す$util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List, Map) : Map。

インプット

引数 1: マップ:

{ 
  "percentageUp": { 
    "lte": 50, 
    "gte": 20 
  }, 
  "and": [ 
    { 
      "title": { 
        "ne": "Book1" 
      } 
    }, 
    { 
      "downvotes": { 
        "lt": 20 
      } 
    } 
  ], 
  "or": [ 
    { 
      "author": { 
        "eq": "Admin" 
      } 
    }, 
    { 
      "isPublished": { 
        "eq": false 
      } 
    } 
  ]
}

引数 2: リスト:

["percentageUp", "author"]

引数 3: マップ:

{ 
  "upvotes": { 
    "gte": 250 
  }, 
  "author": { 
    "eq": "Person1" 
  }
}

出力

Map結果はオブジェクトです。
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{ 
  "filterGroup": [ 
    { 
      "filters": [ 
        { 
          "fieldName": "title", 
          "operator": "ne", 
          "value": "Book1" 
        }, 
        { 
          "fieldName": "downvotes", 
          "operator": "gt", 
          "value": 20 
        }, 
        { 
          "fieldName": "isPublished", 
          "operator": "eq", 
          "value": false 
        }, 
        { 
          "fieldName": "upvotes", 
          "operator": "gte", 
          "value": 250 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "filters": [ 
        { 
          "fieldName": "title", 
          "operator": "ne", 
          "value": "Book1" 
        }, 
        { 
          "fieldName": "downvotes", 
          "operator": "gt", 
          "value": 20 
        }, 
        { 
          "fieldName": "isPublished", 
          "operator": "eq", 
          "value": false 
        }, 
        { 
          "fieldName": "author", 
          "operator": "eq", 
          "value": "Person1" 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

$util.mathの算術ヘルパー
$util.math には一般的な算術演算を支援するメソッドが含まれています。

$util.mathユーティリティリスト

$util.math.roundNum(Double) : Integer

倍精度値 をとり、最も近い整数に四捨五入します。
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$util.math.minVal(Double, Double) : Double

2 つの倍精度値を取り、2 つの倍精度浮動小数点間の最小値を返します。
$util.math.maxVal(Double, Double) : Double

2 つの倍精度値を取り、2 つの倍精度浮動小数点間の最大値を返します。
$util.math.randomDouble() : Double

0 から 1 までの乱数を返します。

Important

この関数は、エントロピーランダム性が高い場合 (暗号など) には使用しないでください。
$util.math.randomWithinRange(Integer, Integer) : Integer

指定された範囲内のランダムな整数値を返します。最初の引数は範囲の下限値を指定し、2 番目の引
数は範囲の上限値を指定します。

Important

この関数は、エントロピーランダム性が高い場合 (暗号など) には使用しないでください。

$util.str 内の文字列ヘルパー
$util.str には一般的な文字列操作を支援するメソッドが含まれています。

$util.str ユーティリティリスト

$util.str.toUpper(String) : String

文字列を受け取り、それをすべて大文字に変換します。
$util.str.toLower(String) : String

文字列を受け取り、それをすべて小文字に変換します。
$util.str.toReplace(String, String, String) : String

文字列内の部分文字列を別の文字列に置き換えます。最初の引数は、置換操作を実行する文字列を指
定します。2 番目の引数は、置換する部分文字列を指定します。3 番目の引数は、2 番目の引数を置き
換える文字列を指定します。以下は、このユーティリティの使用例です。

 INPUT:      $util.str.toReplace("hello world", "hello", "mellow") 
 OUTPUT:     "mellow world"

$util.str.normalize(String, String) : String

NFC、NFD、NFKC、または NFKD の 4 つのユニコード正規化形式のいずれかを使用して文字列を正
規化します。最初の引数は正規化する文字列です。2 番目の引数は、正規化プロセスに使用する正規
化タイプを指定する「nfc」、「nfd」、「nfkc」、または「nfkd」のいずれかです。

拡張
$extensionsには、リゾルバー内で追加のアクションを実行するためのメソッドセットが含まれていま
す。
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$拡張機能。 evictFromApiキャッシュ (文字列、文字列、オブ
ジェクト): オブジェクト
AWS AppSync サーバー側のキャッシュからアイテムを削除します。最初の引数は型名です。2番目の引数
はフィールド名です。3 番目の引数は、キャッシュキー値を指定するキーと値のペア項目を含むオブジェ
クトです。オブジェクト内のアイテムは、キャッシュされたリゾルバーのキャッシュキーと同じ順序で配
置する必要がありますcachingKey。

Note

このユーティリティはミューテーションに対してのみ機能し、クエリには使用できません。

$拡張機能。 setSubscriptionFilter(filterJsonObject)
拡張サブスクリプションのフィルターを定義します。各サブスクリプション通知イベントは、提供された
サブスクリプションフィルターに対して評価され、すべてのフィルターが評価されるとクライアントに通
知が配信されますtrue。filterJsonObject引数は以下のとおりです。

Note

この拡張メソッドは、サブスクリプションリゾルバーのレスポンスマッピングテンプレートでの
み使用できます。

$拡張機能。 setSubscriptionInvalidationフィルター 
(filterJsonObject)
サブスクリプション無効化フィルターを定義します。サブスクリプションフィルターは無効化ペイロー
ドに対して評価され、trueフィルターがと評価された場合は特定のサブスクリプションを無効にしま
す。filterJsonObject引数は以下のとおりです。

Note

この拡張メソッドは、サブスクリプションリゾルバーのレスポンスマッピングテンプレートでの
み使用できます。

引数: filterJsonObject

JSON オブジェクトは、サブスクリプションフィルターまたは無効化フィルターのいずれかを定義しま
す。これは、内のフィルターの配列ですfilterGroup。各フィルターは個別のフィルターの集合です。

{ 
    "filterGroup": [ 
        { 
           "filters" : [ 
                 { 
                    "fieldName" : "userId", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : 1 
                } 
           ] 
            
        }, 
        { 
           "filters" : [ 
                { 
                    "fieldName" : "group", 
                    "operator" : "in", 
                    "value" : ["Admin", "Developer"] 
                } 
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           ] 
            
        } 
    ]
}

各フィルターには次の 3 つの属性があります。

• fieldName— GraphQL スキーマのフィールド。
• operator— オペレータタイプ。
• value—fieldName サブスクリプション通知値と比較する値。

以下は、これらの属性の割り当ての例です。

{ 
 "fieldName" : "severity", 
 "operator" : "le", 
 "value" : $context.result.severity
}

フィールド:fieldName

fieldName文字列タイプは、サブスクリプション通知ペイロード内のと一致する GraphQLfieldName
スキーマで定義されているフィールドを指します。一致するものが見つかると、GraphQLvalue スキー
マフィールドのがサブスクリプション通知フィルターのフィールドと比較されます。value次の例で
は、fieldNameフィルターは特定の GraphQLservice タイプで定義されているフィールドと一致しま
す。servicevalue通知ペイロードにと同等のフィールドが含まれている場合AWS AppSync、trueフィ
ルターは次のように評価されます。

{ 
 "fieldName" : "service", 
 "operator" : "eq", 
 "value" : "AWS AppSync"
}

フィールド:値

値は、演算子によって異なるタイプになることがあります。

• 単一の数値またはブーリアン
• 文字列の例:"test","service"
• 番号の例:1、2、45.75
• ブーリアンの例:true,false

• 数字または文字列のペア
• 文字列ペアの例:["test1","test2"],["start","end"]
• 数値ペアの例:[1,4]、[67,89]、[12.45, 95.45]

• 数値または文字列の配列
• 文字列配列の例:["test1","test2","test3","test4","test5"]
• 数値配列の例:[1,2,3,4,5],[12.11,46.13,45.09,12.54,13.89]

フィールド:オペレータ

次の値を含む大文字と小文字が区別される文字列。
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演算子 説明 可能な値型

eq Equal integer, float, string, Boolean

ne Not equal integer, float, string, Boolean

le Less than or equal integer, float, string

lt Less than integer, float, string

ge Greater than or equal integer, float, string

gt Greater than integer, float, string

contains Checks for a subsequence or 
value in the set.

integer, float, string

notContains Checks for the absence of a 
subsequence or absence of a 
value in the set.

integer, float, string

beginsWith Checks for a prefix. string

in Checks for matching elements 
that are in the list.

Array of integer, float, or string

notIn Checks for matching elements 
that aren't in the list.

Array of integer, float, or string

between Between two values integer, float, string

containsAny Contains common elements integer, float, string

次の表は、サブスクリプション通知における各演算子の使用方法を示したものです。

eq (equal)

eqオペレータは、サブスクリプション通知フィールドの値がフィルタの値と一致し、true厳密に等
しいかどうかを評価します。次の例では、フィルターは、trueserviceAWS AppSyncサブスクリプ
ション通知にと同等の値のフィールドがあるかどうかを評価します。

指定できる値のタイプ:整数、浮動小数点、文字列、ブール値

{ 
 "fieldName" : "service", 
 "operator" : "eq", 
 "value" : "AWS AppSync"
}

ne (not equal)

neオペレータは、trueサブスクリプション通知フィールドの値がフィルターの値と異なるかどうかを
評価します。次の例では、フィルターは、trueserviceAWS AppSyncサブスクリプション通知にと
は異なる値のフィールドがあるかどうかを評価します。

指定できる値のタイプ:整数、浮動小数点、文字列、ブール値

{ 
 "fieldName" : "service", 
 "operator" : "ne", 
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 "value" : "AWS AppSync"
}

le (less or equal)

leオペレータは、trueサブスクリプション通知フィールドの値がフィルターの値以下かどうかを評価
します。次の例では、フィルターは、サブスクリプション通知に 0truesize5 以下の値のフィールド
があるかどうかを評価します。

指定できる値のタイプ:整数、浮動小数点、文字列

{ 
 "fieldName" : "size", 
 "operator" : "le", 
 "value" : 5
}

lt (less than)

ltオペレータは、trueサブスクリプション通知フィールドの値がフィルターの値よりも小さいかど
うかを評価します。次の例では、フィルターは、truesize5サブスクリプション通知に以下の値の
フィールドがあるかどうかを評価します。

指定できる値のタイプ:整数、浮動小数点、文字列

{ 
 "fieldName" : "size", 
 "operator" : "lt", 
 "value" : 5
}

ge (greater or equal)

geオペレータは、trueサブスクリプション通知フィールドの値がフィルターの値以上かどうかを評価
します。次の例では、フィルターは、サブスクリプション通知に 0truesize5 以上の値のフィールド
があるかどうかを評価します。

指定できる値のタイプ:整数、浮動小数点、文字列

{ 
 "fieldName" : "size", 
 "operator" : "ge", 
 "value" : 5
}

gt (greater than)

gtオペレータは、trueサブスクリプション通知フィールドの値がフィルターの値より大きいかどう
かを評価します。次の例では、フィルターは、truesize5サブスクリプション通知に値がより大きい
フィールドがあるかどうかを評価します。

指定できる値のタイプ:整数、浮動小数点、文字列

{ 
 "fieldName" : "size", 
 "operator" : "gt", 
 "value" : 5
}
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contains

contains演算子は、サブ文字列、サブシーケンス、またはセットまたは単一アイテム内の値
をチェックします。containsオペレータを使用するフィルタは、trueサブスクリプション通
知フィールド値にフィルタ値が含まれているかどうかを評価します。次の例では、フィルター
は、trueseats10サブスクリプション通知に値を含む配列値のフィールドがあるかどうかを評価しま
す。

指定できる値のタイプ:整数、浮動小数点、文字列

{ 
 "fieldName" : "seats", 
 "operator" : "contains", 
 "value" : 10
}

別の例では、フィルターは、trueeventlaunchサブスクリプション通知にサブストリングを含む
フィールドがあるかどうかを評価します。

{ 
 "fieldName" : "event", 
 "operator" : "contains", 
 "value" : "launch"
}

notContains

notContains演算子は、セットまたは単一項目に部分文字列、サブシーケンス、または値がないか
どうかをチェックします。notContainsオペレーターによるフィルターは、trueサブスクリプショ
ン通知フィールドの値にフィルター値が含まれていないかどうかを評価します。次の例では、フィル
ターは、trueseats10サブスクリプション通知に値が含まれていない配列値のフィールドがあるかど
うかを評価します。

指定できる値のタイプ:整数、浮動小数点、文字列

{ 
 "fieldName" : "seats", 
 "operator" : "notContains", 
 "value" : 10
}

別の例では、フィルターは、trueeventlaunchサブスクリプション通知のサブシーケンスとして
フィールド値がないかどうかを評価します。

{ 
 "fieldName" : "event", 
 "operator" : "notContains", 
 "value" : "launch"
}

beginsWith

beginsWithオペレータは文字列内のプレフィックスを確認します。beginsWith演算子を含むフィ
ルターは、trueサブスクリプション通知フィールドの値がフィルターの値で始まるかどうかを評価し
ます。次の例では、フィルターは、trueserviceAWSサブスクリプション通知にで始まる値のフィー
ルドがあるかどうかを評価します。

指定できる値のタイプ:文字列
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{ 
 "fieldName" : "service", 
 "operator" : "beginsWith", 
 "value" : "AWS"
}

in

inオペレータは、配列内の一致する要素をチェックします。in演算子を含むフィルターは、サブス
クリプション通知フィールドの値が配列に存在するかどうかを評価します。true次の例では、フィル
ターは、trueseverity[1,2,3]サブスクリプション通知に配列内のいずれかの値を含むフィールド
があるかどうかを評価します。

指定できる値のタイプ:整数、浮動小数点数、または文字列の配列

{ 
 "fieldName" : "severity", 
 "operator" : "in", 
 "value" : [1,2,3]
}

notIn

notInオペレータは、配列内の欠損要素をチェックします。notIn演算子を含むフィルター
は、trueサブスクリプション通知フィールドの値が配列に存在しないかどうかを評価します。次の例
では、フィルターは、サブスクリプション通知に、trueseverity[1,2,3]配列に存在しない値のい
ずれかを含むフィールドがあるかどうかを評価します。

指定できる値のタイプ:整数、浮動小数点数、または文字列の配列

{ 
 "fieldName" : "severity", 
 "operator" : "notIn", 
 "value" : [1,2,3]
}

between

betweenオペレータは 2 つの数値または文字列の間の値をチェックします。between演算子を含む
フィルターは、trueサブスクリプション通知フィールドの値がフィルターの値ペアの間にあるかどう
かを評価します。次の例では、フィルターは、trueseverity24サブスクリプション通知に値を含む
フィールドがあるかどうかを評価します。3

使用可能な値のタイプ:整数、浮動小数点数、または文字列のペア

{ 
 "fieldName" : "severity", 
 "operator" : "between", 
 "value" : [1,5]
}

containsAny

containsAnyオペレータは配列内の共通要素をチェックします。containsAnyオペレータを使
用するフィルタは、trueサブスクリプション通知フィールドセット値とフィルタセット値の交
差部分が空でないかどうかを評価します。次の例では、フィルターは、サブスクリプション通知
に、trueseats1015またはを含む配列値のフィールドがあるかどうかを評価します。つまり、フィ
ルターは、trueseats[10,11][15,20,30]サブスクリプション通知のフィールド値がまたはである
かどうかを評価します。
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指定できる値のタイプ:整数、浮動小数点数、または文字列

{ 
 "fieldName" : "seats", 
 "operator" : "contains", 
 "value" : [10, 15]
}

AND ロジック

filtersfilterGroup配列内のオブジェクト内に複数のエントリを定義することで、AND ロジックを使
用して複数のフィルターを組み合わせることができます。次の例では、フィルターは、サブスクリプショ
ン通知に ANDuserId と同等の値のフィールドがあり、truegroupAdminDeveloperフィールド値がま
たはのいずれかであるかどうかを評価します。1

{ 
    "filterGroup": [ 
        { 
           "filters" : [ 
                 { 
                    "fieldName" : "userId", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : 1 
                }, 
                { 
                    "fieldName" : "group", 
                    "operator" : "in", 
                    "value" : ["Admin", "Developer"] 
                } 
           ] 
            
        } 
    ]
}

OR ロジック

filterGroup配列内に複数のフィルターオブジェクトを定義することで、OR ロジックを使用して複数
のフィルターを組み合わせることができます。次の例では、フィルターは、サブスクリプション通知に 
ORuserId と同等の値のフィールドがあり、true1groupAdminDeveloperフィールド値がまたはのい
ずれかであるかどうかを評価します。

{ 
    "filterGroup": [ 
        { 
           "filters" : [ 
                 { 
                    "fieldName" : "userId", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : 1 
                } 
           ] 
            
        }, 
        { 
           "filters" : [ 
                { 
                    "fieldName" : "group", 
                    "operator" : "in", 
                    "value" : ["Admin", "Developer"] 
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                } 
           ] 
            
        } 
    ]
}

例外

フィルターの使用にはいくつかの制限があることに注意してください。

• filtersオブジェクトには、フィルターごとに最大 5fieldName つのユニークなアイテムを含めるこ
とができます。つまり、AND ロジックを使用して最大 5fieldName つの個別のオブジェクトを組み合
わせることができます。

• containsAnyオペレータには最大 20 個の値を設定できます。
• innotInおよび演算子には最大 5 つの値を指定できます。
• 各文字列は、最大 256 文字です。
• 文字列の比較では、大文字と小文字が区別されます。
• それぞれfilterGroup、最大 10 個設定できますfilters。つまり、ORfilters ロジックを使用して

最大 10 個を組み合わせることができます。
• in演算子は OR ロジックの特殊なケースです。次の例では、filters次の 2 つがあります。

{ 
    "filterGroup": [ 
        { 
           "filters" : [ 
                 { 
                    "fieldName" : "userId", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : 1 
                }, 
                { 
                    "fieldName" : "group", 
                    "operator" : "in", 
                    "value" : ["Admin", "Developer"] 
                } 
           ]   
        } 
    ]
}

前述のフィルターグループは次のように評価され、最大フィルター数の制限にカウントされます。

{ 
    "filterGroup": [ 
        { 
           "filters" : [ 
                 { 
                    "fieldName" : "userId", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : 1 
                }, 
                { 
                    "fieldName" : "group", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : "Admin" 
                } 
           ]   
        }, 
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        { 
           "filters" : [ 
                 { 
                    "fieldName" : "userId", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : 1 
                }, 
                { 
                    "fieldName" : "group", 
                    "operator" : "eq", 
                    "value" : "Developer" 
                } 
           ]   
        } 
    ]
}

$拡張子. サブスクリプションの無効化 (invalidationJsonObject)
ミューテーションからサブスクリプションの無効化を開始するために使用されま
す。invalidationJsonObject引数は以下のとおりです。

Note

この拡張は、ミューテーションリゾルバーのレスポンスマッピングテンプレートでのみ使用でき
ます。
1$extensions.invalidateSubscriptions() つのリクエストで使用できる一意のメソッド
呼び出しは 5 つまでです。この制限を超えると、GraphQL エラーが表示されます。

引数: invalidationJsonObject

invalidationJsonObjectは以下を定義しています。

• subscriptionField— 無効にするための GraphQL スキーマのサブスクリプション。で文字列として
定義されている 1 つのサブスクリプションは無効と見なされます。subscriptionField

• payload—true 無効化フィルタの評価がサブスクリプションの値に照らして評価された場合に、サブ
スクリプションを無効化するための入力として使用されるキーと値のペアのリスト。

次の例では、onUserDeletetruepayloadサブスクリプションリゾルバーで定義された無効化フィル
ターが値に照らして評価されたときに、サブスクリプションを使用するサブスクライブ済みおよび接続
中のクライアントを無効にします。

$extensions.invalidateSubscriptions({ 
        "subscriptionField": "onUserDelete", 
        "payload": { 
                "group": "Developer" 
                "type" : "Full-Time" 
      } 
    })     

DynamoDB のリゾルバーのマッピングテンプレー
トリファレンス

AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーにより、GraphQL を使用してアカウントの既存の Amazon 
DynamoDB テーブルに対してデータを保存または取得することが可能になります。このリゾルバーによ
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り、受信した GraphQL リクエストを DynamoDB の呼び出しにマッピングし、その後 DynamoDB のレス
ポンスを GraphQL にマッピングすることができます。このセクションでは、サポートされる DynamoDB 
の処理のマッピングテンプレートについて説明します。

GetItem
GetItemリクエストマッピングドキュメントを使用すると、AWS AppSync DynamoDB リゾルバーから 
DynamoDB への DynamoDB へのGetItem Pリクエストで、以下のように指定できます。

• DynamoDB の項目のキー
• 整合性のある読み込みを使用するかどうか

GetItem マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "GetItem", 
    "key" : { 
        "foo" : ... typed value, 
        "bar" : ... typed value 
    }, 
    "consistentRead" : true, 
    "projection" : { 
        ... 
    }
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

GetItem フィールド
GetItem フィールドリスト

version

テンプレート定義バージョン 2017-02-28 と 2018-05-29 は現在サポートされています。この値は
必須です。

operation

実行する DynamoDB の処理。GetItem DynamoDB の処理を実行するには、これを GetItem に設定
する必要があります。この値は必須です。

key

DynamoDB の項目のキー。DynamoDB の項目には、単一のハッシュキー、またはハッシュキーと
ソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって変わります。「入力値」を指定する方
法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピング) (p. 548)」を参照してください。こ
の値は必須です。

consistentRead

DynamoDB で強力な整合性のある読み込みを実行するかどうかを示します。これはオプションであ
り、デフォルトは false です。

projection

DynamoDB オペレーションから返される属性を指定するために使用されるプロジェクション。投影の
詳細については、「投影」を参照してください。このフィールドはオプションです。
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DynamoDB から返された項目が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換され、
マッピングコンテキスト ($context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング) (p. 552)」を参照してく
ださい。

リクエストマッピングテンプレートの詳細については、「リゾルバーのマッピングテンプレートの詳細に
ついては、「リゾルバーのマッピングテンプレートの概要 (p. 450)」を参照してください。

例
次の例は、GraphQL クエリのマッピングテンプレートですgetThing(foo: String!, bar: 
String!)。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "GetItem", 
    "key" : { 
        "foo" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.foo), 
        "bar" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.bar) 
    }, 
    "consistentRead" : true
}

DynamoDB GetItem API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。

PutItem
PutItemリクエストマッピングドキュメントを使用すると、DynamoDB リゾルバーからAWS AppSync 
DynamoDB への DynamoDB への DynamoDB へのPutItem Pリクエストで、以下のように指定できま
す。

• DynamoDB の項目のキー
• 項目の完全なコンテンツ (key および attributeValues で構成されます)
• 処理が成功する条件

PutItem マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "PutItem", 
    "customPartitionKey" : "foo", 
    "populateIndexFields" : boolean value, 
    "key": { 
        "foo" : ... typed value, 
        "bar" : ... typed value 
    }, 
    "attributeValues" : { 
        "baz" : ... typed value 
    }, 
    "condition" : { 
       ... 
    }, 
    "_version" : 1
}

各フィールドの定義は以下のようになります。
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PutItem 畑
PutItem フィールドリスト

version

テンプレート定義バージョン 2017-02-28 と 2018-05-29 は現在サポートされています。この値は
必須です。

operation

実行する DynamoDB の処理。PutItem DynamoDB の処理を実行するには、これを PutItem に設定
する必要があります。この値は必須です。

key

DynamoDB の項目のキー。DynamoDB の項目には、単一のハッシュキー、またはハッシュキーと
ソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって変わります。「入力値」を指定する方
法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピング) (p. 548)」を参照してください。こ
の値は必須です。

attributeValues

DynamoDB に渡す項目の残りの属性です。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシ
ステム (リクエストマッピング) (p. 548)」を参照してください。このフィールドはオプションです。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうかを判断す
る条件です。条件が指定されていない場合、PutItem リクエストはその項目の既存のエントリを上書
きします。条件の詳細については、「条件式 (p. 555)」を参照してください。この値はオプションで
す。

_version

項目の既知の最新バージョンを表す数値。この値はオプションです。このフィールドは競合の検出に
使用され、バージョン管理されたデータソースでのみサポートされます。

customPartitionKey

有効にすると、この文字列値によって、ds_skds_pkバージョン管理が有効になっている
ときにデルタ同期テーブルが使用するおよびレコードの形式が変更されます (詳細について
は、『AWS AppSync 開発者ガイド』の「競合検出と同期」を参照してください)。有効にする
と、populateIndexFieldsエントリの処理も有効になります。このフィールドはオプションです。

populateIndexFields

ブーリアン値。この値をと一緒に有効にするとcustomPartitionKey、デルタ同期テーブルの各レ
コード、gsi_ds_pkgsi_ds_sk具体的にはおよび列に新しいエントリが作成されます。詳細につい
ては、AWS AppSync 開発者ガイドの「コンフリクト検出と同期」を参照してください。このフィー
ルドはオプションです。

DynamoDB に書き込まれた項目が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換さ
れ、マッピングコンテキスト ($context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング) (p. 552)」を参照してく
ださい。

リクエストマッピングテンプレートの詳細については、「リゾルバーのマッピングテンプレートの詳細に
ついては、「リゾルバーのマッピングテンプレートの概要 (p. 450)」を参照してください。

例 1
次の例は、GraphQLupdateThing(foo: String!, bar: String!, name: String!, version: 
Int!) ミューテーションのマッピングテンプレートです。
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指定したキーに対応する項目がない場合は、作成されます。指定したキーに対応する項目がすでにある場
合は、上書きされます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key": { 
        "foo" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.foo), 
        "bar" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.bar) 
    }, 
    "attributeValues" : { 
        "name"    : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.name), 
        "version" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.version) 
    }
}

例 2

次の例は、GraphQLupdateThing(foo: String!, bar: String!, name: String!, 
expectedVersion: Int!) ミューテーションのマッピングテンプレートです。

この例では、DynamoDB に現在ある項目の version フィールドに expectedVersion が設定されてい
ることを確認します。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key": { 
        "foo" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.foo), 
        "bar" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.bar) 
    }, 
    "attributeValues" : { 
        "name"    : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.name), 
        #set( $newVersion = $context.arguments.expectedVersion + 1 ) 
        "version" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($newVersion) 
    }, 
    "condition" : { 
        "expression" : "version = :expectedVersion", 
        "expressionValues" : { 
            ":expectedVersion" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($expectedVersion) 
        } 
    }
}

DynamoDB PutItem API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。

UpdateItem
UpdateItemリクエストマッピングドキュメントを使用すると、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバー
から DynamoDB への DynamoDB へのUpdateItem Pリクエストで、以下のように指定できます。

• DynamoDB の項目のキー
• DynamoDB の項目を更新する方法を示す更新式
• 処理が成功する条件

UpdateItem マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
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    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "UpdateItem", 
    "customPartitionKey" : "foo", 
    "populateIndexFields" : boolean value, 
    "key": { 
        "foo" : ... typed value, 
        "bar" : ... typed value 
    }, 
    "update" : { 
        "expression" : "someExpression", 
        "expressionNames" : { 
           "#foo" : "foo" 
       }, 
       "expressionValues" : { 
           ":bar" : ... typed value 
       } 
    }, 
    "condition" : { 
        ... 
    }, 
    "_version" : 1
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

UpdateItem 畑
UpdateItem フィールドリスト

version

テンプレート定義バージョン 2017-02-28 と 2018-05-29 は現在サポートされています。この値は
必須です。

operation

実行する DynamoDB の処理。UpdateItem DynamoDB の処理を実行するには、これを UpdateItem
に設定する必要があります。この値は必須です。

key

DynamoDB の項目のキー。DynamoDB の項目には、単一のハッシュキー、またはハッシュキーと
ソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって変わります。「入力値」の指定の詳細
については、「タイプシステム (リクエストマッピング) (p. 548)」を参照してください。この値は必
須です。

update

update セクションには、 DynamoDBの項目の更新方法を示す更新式を指定することができます。更
新式の詳細については、「DynamoDB UpdateExpressions のドキュメント」を参照してください。こ
のセクションは必須です。

update セクションには次の 3 つのコンポーネントがあります。
expression

更新式です。この値は必須です。
expressionNames

式の属性名のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは
expression で使用される名前のプレースホルダーに対応し、値は DynamoDB の項目の属性名
と一致する文字列でなければなりません。このフィールドはオプションであり、expression で
使用される式の属性名のプレースホルダーのみを入力します。
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expressionValues

式の属性値のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは
expression で使用される値のプレースホルダーに対応し、値は型付き値でなければなりま
せん。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピン
グ) (p. 548)」を参照してください。この指定は必須です。このフィールドはオプションであ
り、expression で使用される式の属性値のプレースホルダーのみを入力します。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうかを判断す
る条件です。条件を指定していない場合は、UpdateItem リクエストによって、現在の状態にかかわ
らず、既存のエントリが更新されます。条件の詳細については、「条件式 (p. 555)」を参照してくだ
さい。この値はオプションです。

_version

項目の既知の最新バージョンを表す数値。この値はオプションです。このフィールドは競合の検出に
使用され、バージョン管理されたデータソースでのみサポートされます。

customPartitionKey

有効にすると、この文字列値によって、ds_skds_pkバージョン管理が有効になっている
ときにデルタ同期テーブルが使用するおよびレコードの形式が変更されます (詳細について
は、『AWS AppSync 開発者ガイド』の「競合検出と同期」を参照してください)。有効にする
と、populateIndexFieldsエントリの処理も有効になります。このフィールドはオプションです。

populateIndexFields

ブーリアン値。この値をと一緒に有効にするとcustomPartitionKey、デルタ同期テーブルの各レ
コード、gsi_ds_pkgsi_ds_sk具体的にはおよび列に新しいエントリが作成されます。詳細につい
ては、AWS AppSync 開発者ガイドの「コンフリクト検出と同期」を参照してください。このフィー
ルドはオプションです。

DynamoDB の更新された項目が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換され、
マッピングコンテキスト ($context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング) (p. 552)」を参照してく
ださい。

リクエストマッピングテンプレートの詳細については、「リゾルバーのマッピングテンプレートの詳細に
ついては、「リゾルバーのマッピングテンプレートの概要 (p. 450)」を参照してください。

例 1
次の例は、GraphQLupvote(id: ID!) ミューテーションのマッピングテンプレートです。

この例では、DynamoDB の項目の upvotes フィールドと version フィールドが 1 ずつ増加されます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "UpdateItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }, 
    "update" : { 
        "expression" : "ADD #votefield :plusOne, version :plusOne", 
        "expressionNames" : { 
            "#votefield" : "upvotes" 
        }, 
        "expressionValues" : { 
            ":plusOne" : { "N" : 1 } 
        } 
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    }
}

例 2
次の例は、GraphQLupdateItem(id: ID!, title: String, author: String, 
expectedVersion: Int!) ミューテーションのマッピングテンプレートです。

これは、引数を確認して、クライアントから入力された引数のみを含む更新式を動的に生成する複雑な例
です。たとえば、title と author を省略すると、それらは更新されません。引数が指定されているが、
その値が null の場合、そのフィールドは DynamoDB のオブジェクトから削除されます。最後に、この
処理内の条件によって、DynamoDB に現在ある項目の version フィールドに expectedVersion が設
定されているかどうかを確認します。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 

    "operation" : "UpdateItem", 

    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }, 

    ## Set up some space to keep track of things we're updating ** 
    #set( $expNames  = {} ) 
    #set( $expValues = {} ) 
    #set( $expSet = {} ) 
    #set( $expAdd = {} ) 
    #set( $expRemove = [] ) 

    ## Increment "version" by 1 ** 
    $!{expAdd.put("version", ":newVersion")} 
    $!{expValues.put(":newVersion", { "N" : 1 })} 

    ## Iterate through each argument, skipping "id" and "expectedVersion" ** 
    #foreach( $entry in $context.arguments.entrySet() ) 
        #if( $entry.key != "id" && $entry.key != "expectedVersion" ) 
            #if( (!$entry.value) && ("$!{entry.value}" == "") ) 
                ## If the argument is set to "null", then remove that attribute from the 
 item in DynamoDB ** 

                #set( $discard = ${expRemove.add("#${entry.key}")} ) 
                $!{expNames.put("#${entry.key}", "$entry.key")} 
            #else 
                ## Otherwise set (or update) the attribute on the item in DynamoDB ** 

                $!{expSet.put("#${entry.key}", ":${entry.key}")} 
                $!{expNames.put("#${entry.key}", "$entry.key")} 

                #if( $entry.key == "ups" || $entry.key == "downs" ) 
                    $!{expValues.put(":${entry.key}", { "N" : $entry.value })} 
                #else 
                    $!{expValues.put(":${entry.key}", { "S" : "${entry.value}" })} 
                #end 
            #end 
        #end 
    #end 

    ## Start building the update expression, starting with attributes we're going to SET ** 
    #set( $expression = "" ) 
    #if( !${expSet.isEmpty()} ) 
        #set( $expression = "SET" ) 
        #foreach( $entry in $expSet.entrySet() ) 
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            #set( $expression = "${expression} ${entry.key} = ${entry.value}" ) 
            #if ( $foreach.hasNext ) 
                #set( $expression = "${expression}," ) 
            #end 
        #end 
    #end 

    ## Continue building the update expression, adding attributes we're going to ADD ** 
    #if( !${expAdd.isEmpty()} ) 
        #set( $expression = "${expression} ADD" ) 
        #foreach( $entry in $expAdd.entrySet() ) 
            #set( $expression = "${expression} ${entry.key} ${entry.value}" ) 
            #if ( $foreach.hasNext ) 
                #set( $expression = "${expression}," ) 
            #end 
        #end 
    #end 

    ## Continue building the update expression, adding attributes we're going to REMOVE ** 
    #if( !${expRemove.isEmpty()} ) 
        #set( $expression = "${expression} REMOVE" ) 

        #foreach( $entry in $expRemove ) 
            #set( $expression = "${expression} ${entry}" ) 
            #if ( $foreach.hasNext ) 
                #set( $expression = "${expression}," ) 
            #end 
        #end 
    #end 

    ## Finally, write the update expression into the document, along with any 
 expressionNames and expressionValues ** 
    "update" : { 
        "expression" : "${expression}" 
        #if( !${expNames.isEmpty()} ) 
            ,"expressionNames" : $utils.toJson($expNames) 
        #end 
        #if( !${expValues.isEmpty()} ) 
            ,"expressionValues" : $utils.toJson($expValues) 
        #end 
    }, 

    "condition" : { 
        "expression"       : "version = :expectedVersion", 
        "expressionValues" : { 
            ":expectedVersion" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.expectedVersion) 
        } 
    }
}

DynamoDB UpdateItem API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。

DeleteItem
DeleteItemリクエストマッピングドキュメントを使用すると、DynamoDB リゾルバーからAWS 
AppSync DynamoDB への DynamoDB への DynamoDB へのDeleteItem Pリクエストで、以下のように
指定できます。

• DynamoDB の項目のキー
• 処理が成功する条件

DeleteItem マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。
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{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "DeleteItem", 
    "customPartitionKey" : "foo", 
    "populateIndexFields" : boolean value, 
    "key": { 
        "foo" : ... typed value, 
        "bar" : ... typed value 
    }, 
    "condition" : { 
        ... 
    }, 
    "_version" : 1
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

DeleteItem フィールド
DeleteItemフィールドリスト

version

テンプレート定義バージョン 2017-02-28 と 2018-05-29 は現在サポートされています。この値は
必須です。

operation

実行する DynamoDB の処理。DeleteItem DynamoDB の処理を実行するには、これを DeleteItem
に設定する必要があります。この値は必須です。

key

DynamoDB の項目のキー。DynamoDB の項目には、単一のハッシュキー、またはハッシュキーと
ソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって変わります。「入力値」の指定の詳細
については、「タイプシステム (リクエストマッピング) (p. 548)」を参照してください。この値は必
須です。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうかを判断す
る条件です。条件を指定していない場合、DeleteItem リクエストによって、現在の状態にかかわら
ず、項目が削除されます。条件の詳細については、「条件式 (p. 555)」を参照してください。この値
はオプションです。

_version

項目の既知の最新バージョンを表す数値。この値はオプションです。このフィールドは競合の検出に
使用され、バージョン管理されたデータソースでのみサポートされます。

customPartitionKey

有効にすると、この文字列値によって、ds_skds_pkバージョン管理が有効になっている
ときにデルタ同期テーブルが使用するおよびレコードの形式が変更されます (詳細について
は、『AWS AppSync 開発者ガイド』の「競合検出と同期」を参照してください)。有効にする
と、populateIndexFieldsエントリの処理も有効になります。このフィールドはオプションです。

populateIndexFields

ブーリアン値。この値をと一緒に有効にするとcustomPartitionKey、デルタ同期テーブルの各レ
コード、gsi_ds_pkgsi_ds_sk具体的にはおよび列に新しいエントリが作成されます。詳細につい
ては、AWS AppSync 開発者ガイドの「コンフリクト検出と同期」を参照してください。このフィー
ルドはオプションです。
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DynamoDB から削除された項目が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換さ
れ、マッピングコンテキスト ($context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング) (p. 552)」を参照してく
ださい。

リクエストマッピングテンプレートの詳細については、「リゾルバーのマッピングテンプレートの詳細に
ついては、「リゾルバーのマッピングテンプレートの概要 (p. 450)」を参照してください。

例 1
次の例は、GraphQLdeleteItem(id: ID!) ミューテーションのマッピングテンプレートです。この ID 
に対応する項目がある場合は、削除されます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "DeleteItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }
}

例 2
次の例は、GraphQLdeleteItem(id: ID!, expectedVersion: Int!) ミューテーションの
マッピングテンプレートです。この ID に対応する項目がある場合は、その version フィールドに
expectedVersion が設定されているときにのみ削除されます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "DeleteItem", 
    "key" : { 
        "id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }, 
    "condition" : { 
        "expression"       : "attribute_not_exists(id) OR version = :expectedVersion", 
        "expressionValues" : { 
            ":expectedVersion" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($expectedVersion) 
        } 
    }
}

DynamoDB DeleteItem API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。

Query
Queryリクエストマッピングドキュメントを使用すると、DynamoDB リゾルバーからAWS AppSync 
DynamoDB への DynamoDB への DynamoDB へのQuery Pリクエストで、以下のように指定できます。

• キー式
• 使用するインデックス
• 任意の追加フィルタ
• 返す項目の数
• 整合性のある読み込みを使用するかどうか
• クエリの方向 (前方または後方)
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• ページ分割トークン

Query マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Query", 
    "query" : { 
        "expression" : "some expression", 
        "expressionNames" : { 
            "#foo" : "foo" 
        }, 
        "expressionValues" : { 
            ":bar" : ... typed value 
        } 
    }, 
    "index" : "fooIndex", 
    "nextToken" : "a pagination token", 
    "limit" : 10, 
    "scanIndexForward" : true, 
    "consistentRead" : false, 
    "select" : "ALL_ATTRIBUTES" | "ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES" | "SPECIFIC_ATTRIBUTES", 
    "filter" : { 
        ... 
    }, 
    "projection" : { 
        ... 
    }
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

クエリフィールド
クエリフィールドリスト

version

テンプレート定義バージョン 2017-02-28 と 2018-05-29 は現在サポートされています。この値は
必須です。

operation

実行する DynamoDB の処理。Query DynamoDB の処理を実行するには、これを Query に設定する
必要があります。この値は必須です。

query

query セクションには、DynamoDB から取得する項目を指示するキー条件式を指定することができ
ます。キー条件式の記述方法の詳細については、DynamoDB KeyConditions のドキュメントを参照し
てください。このセクションの指定は必須です。
expression

クエリ式です。このフィールドの指定は必須です。
expressionNames

式の属性名のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは
expression で使用される名前のプレースホルダーに対応し、値は DynamoDB の項目の属性名
と一致する文字列でなければなりません。このフィールドはオプションであり、expression で
使用される式の属性名のプレースホルダーのみを入力します。
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expressionValues

式の属性値のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは
expression で使用される値のプレースホルダーに対応し、値は型付き値でなければなりま
せん。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピン
グ) (p. 548)」を参照してください。この値は必須です。このフィールドはオプションであ
り、expression で使用される式の属性値のプレースホルダーのみを入力します。

filter

DynamoDB からの結果が返される前に、その結果をフィルタリングするために使用する追加フィルタ
です。フィルタの詳細については、「フィルタ (p. 555)」を参照してください。このフィールドはオ
プションです。

index

クエリを実行するインデックスの名前です。DynamoDB クエリの処理により、ハッシュキーのプライ
マリキーインデックスに加えて、ローカルセカンダリインデックスとグローバルセカンダリインデッ
クスをスキャンできます。指定されると、DynamoDB が指定されたインデックスにクエリを実行しま
す。省略すると、プライマリキーインデックスに対してクエリが実行されます。

nextToken

前のクエリを継続するためのページ分割トークンです。これは前のクエリから取得されます。この
フィールドはオプションです。

limit

評価する項目の最大数 (一致する項目の数であるとは限りません)。このフィールドはオプションで
す。

scanIndexForward

クエリを前方と後方のどちらに実行するかを示すブール値です。このフィールドはオプションであ
り、デフォルトは true です。

consistentRead

DynamoDB にクエリを実行する際に整合性のある読み込みを使用するかどうかを示すブール値です。
このフィールドはオプションであり、デフォルトは false です。

select

デフォルトでは、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーはインデックスに射影されるすべての属性
のみを返します。より多くの属性が必要な場合に、このフィールドを設定できます。このフィールド
はオプションです。サポートされている値には以下があります。
ALL_ATTRIBUTES

指定されたテーブルまたはインデックスのすべての項目の属性を返します。ローカルセカンダリ
インデックスに対してクエリを実行する場合、DynamoDB は、親のテーブルからインデックスの
項目に一致したすべての項目をフェッチします。インデックスがすべての項目の属性を射影する
ように設定されている場合、すべてのデータはローカルセカンダリインデックスから取得される
ため、フェッチは必要ありません。

ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES

インデックスにクエリを実行する場合のみ使用できます。インデックスに投射されたすべての属
性を取得します。インデックスがすべての属性を投射するように設定されている場合、この返り
値は ALL_ATTRIBUTES を指定した場合と同等になります。

SPECIFIC_ATTRIBUTES

projectionにリストされている属性のみを返しますexpression。この戻り値
は、expressionの値を指定せずにprojection「」を指定するのと同じですSelect。
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projection

DynamoDB オペレーションから返される属性を指定するために使用されるプロジェクション。投影の
詳細については、「投影」を参照してください。このフィールドはオプションです。

DynamoDB からの結果が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換され、マッピ
ングコンテキスト ($context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング) (p. 552)」を参照してく
ださい。

リクエストマッピングテンプレートの詳細については、「リゾルバーのマッピングテンプレートの詳細に
ついては、「リゾルバーのマッピングテンプレートの概要 (p. 450)」を参照してください。

結果は以下の構造を持ちます。

{ 
    items = [ ... ], 
    nextToken = "a pagination token", 
    scannedCount = 10
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

items

DynamoDB クエリで返された項目を含むリストです。
nextToken

さらに結果がある場合、nextToken には別のリクエストで使用できるページ分割トークンが含まれ
ています。DynamoDBAWS AppSync から返されたページ分割トークンを暗号化および難読化しま
す。これにより、テーブルデータが誤って呼び出し元に漏えいされるのを防ぎます。また、これらの
ページ分割トークンは、異なるリゾルバー間では使用できないことにも注意してください。

scannedCount

フィルタ式 (ある場合) が適用される前に、クエリの条件式に一致した項目の数です。

例
次の例は、GraphQLgetPosts(owner: ID!) クエリのマッピングテンプレートです。

この例では、テーブルのグローバルセカンダリインデックスにクエリが実行され、指定した ID が所有する
すべての投稿が返されます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Query", 
    "query" : { 
        "expression" : "ownerId = :ownerId", 
        "expressionValues" : { 
            ":ownerId" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.owner) 
        } 
    }, 
    "index" : "owner-index"
}

DynamoDB Query API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。
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Scan
Scanリクエストマッピングドキュメントを使用すると、DynamoDB リゾルバーからAWS AppSync 
DynamoDB への DynamoDB への DynamoDB へのScan Pリクエストで、以下のように指定できます。

• 結果を除外するフィルタ
• 使用するインデックス
• 返す項目の数
• 整合性のある読み込みを使用するかどうか
• ページ分割トークン
• 並列スキャン

Scan マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Scan", 
    "index" : "fooIndex", 
    "limit" : 10, 
    "consistentRead" : false, 
    "nextToken" : "aPaginationToken", 
    "totalSegments" : 10, 
    "segment" : 1, 
    "filter" : { 
        ... 
    }, 
    "projection" : { 
        ... 
    }
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

フィールドをスキャンする
フィールドリストをスキャン

version

テンプレート定義バージョン 2017-02-28 と 2018-05-29 は現在サポートされています。この値は
必須です。

operation

実行する DynamoDB の処理。Scan DynamoDB の処理を実行するには、これを Scan に設定する必
要があります。この値は必須です。

filter

DynamoDB からの結果が返される前に、その結果をフィルタリングするために使用するフィルタで
す。フィルタの詳細については、「フィルタ (p. 555)」を参照してください。このフィールドはオプ
ションです。

index

クエリを実行するインデックスの名前です。DynamoDB クエリの処理により、ハッシュキーのプライ
マリキーインデックスに加えて、ローカルセカンダリインデックスとグローバルセカンダリインデッ
クスをスキャンできます。指定されると、DynamoDB が指定されたインデックスにクエリを実行しま
す。省略すると、プライマリキーインデックスに対してクエリが実行されます。
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limit

一度に評価する項目の最大数です。このフィールドはオプションです。
consistentRead

DynamoDB にクエリを実行する際に整合性のある読み込みを使用するかどうかを示すブール値です。
このフィールドはオプションであり、デフォルトは false です。

nextToken

前のクエリを継続するためのページ分割トークンです。これは前のクエリから取得されます。この
フィールドはオプションです。

select

デフォルトでは、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーはインデックスに射影されるすべての属性
のみを返します。より多くの属性が必要な場合にこのフィールドを設定します。このフィールドはオ
プションです。サポートされている値には以下があります。
ALL_ATTRIBUTES

指定されたテーブルまたはインデックスのすべての項目の属性を返します。ローカルセカンダリ
インデックスに対してクエリを実行する場合、DynamoDB は、親のテーブルからインデックスの
項目に一致したすべての項目をフェッチします。インデックスがすべての項目の属性を射影する
ように設定されている場合、すべてのデータはローカルセカンダリインデックスから取得される
ため、フェッチは必要ありません。

ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES

インデックスにクエリを実行する場合のみ使用できます。インデックスに投射されたすべての属
性を取得します。インデックスがすべての属性を投射するように設定されている場合、この返り
値は ALL_ATTRIBUTES を指定した場合と同等になります。

SPECIFIC_ATTRIBUTES

projectionにリストされている属性のみを返しますexpression。この戻り値
は、expressionの値を指定せずにprojection「」を指定するのと同じですSelect。

totalSegments

並列スキャンが実行されるまでにテーブルを分割するセグメントの数です。このフィールドはオプ
ションですが、segment を指定した場合には指定する必要があります。

segment

並列スキャンの実行時のこの処理でのテーブルセグメントです。このフィールドはオプションです
が、totalSegments を指定した場合には指定する必要があります。

projection

DynamoDB オペレーションから返される属性を指定するために使用されるプロジェクション。投影の
詳細については、「投影」を参照してください。このフィールドはオプションです。

DynamoDB スキャンにより返された結果が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に
変換され、マッピングコンテキスト ($context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング) (p. 552)」を参照してく
ださい。

リクエストマッピングテンプレートの詳細については、「リゾルバーのマッピングテンプレートの詳細に
ついては、「リゾルバーのマッピングテンプレートの概要 (p. 450)」を参照してください。

結果は以下の構造を持ちます。
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{ 
    items = [ ... ], 
    nextToken = "a pagination token", 
    scannedCount = 10
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

items

DynamoDB スキャンにより返された項目を含むリストです。
nextToken

さらに結果がある場合、nextToken には別のリクエストで使用できるページ分割トークンが含まれ
ています。AWS AppSync DynamoDB から返されたページ分割トークンを暗号化および難読化しま
す。これにより、テーブルデータが誤って呼び出し元に漏えいされるのを防ぎます。また、これらの
ページ分割トークンは異なるリゾルバー間では使用できません。

scannedCount

フィルタ式 (ある場合) が適用される前に、DynamoDB により取得された項目の数です。

例 1
次の例は、GraphQLallPosts クエリのマッピングテンプレートです:.

この例では、テーブル内のすべてのエントリが返されます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Scan"
}

例 2
次の例は、GraphQLpostsMatching(title: String!) クエリのマッピングテンプレートです:.

この例では、タイトルが title 引数で始まるテーブル内のすべてのエントリが返されます。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "Scan", 
    "filter" : { 
        "expression" : "begins_with(title, :title)", 
        "expressionValues" : { 
            ":title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.title) 
        }, 
    }
}

DynamoDB Scan API の詳細については、DynamoDB API のドキュメントを参照してください。

Sync
Sync リクエストマッピングドキュメントを使用すると、DynamoDB テーブルからすべての結果を取得
し、最後のクエリ (差分更新) 以降に変更されたデータのみを受け取ることができます。 Syncリクエスト
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は、バージョン管理された DynamoDB データソースに対してのみ実行できます。以下を指定することが
できます。

• 結果を除外するフィルタ
• 返す項目の数
• ページ分割トークン
• 最後の Sync オペレーションが開始された日時

Sync マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "Sync", 
    "basePartitionKey": "Base Tables PartitionKey", 
    "deltaIndexName": "delta-index-name", 
    "limit" : 10, 
    "nextToken" : "aPaginationToken", 
    "lastSync" :  1550000000000, 
    "filter" : { 
        ... 
    }
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

同期フィールド
フィールドリストを同期

version

テンプレート定義のバージョンです。現在、2018-05-29 のみがサポートされています。この値は必
須です。

operation

実行する DynamoDB の処理。Sync の処理を実行するには、これに Sync を設定する必要がありま
す。この値は必須です。

filter

DynamoDB からの結果が返される前に、その結果をフィルタリングするために使用するフィルタで
す。フィルタの詳細については、「フィルタ (p. 555)」を参照してください。このフィールドはオプ
ションです。

limit

一度に評価する項目の最大数です。このフィールドはオプションです。省略した場合、デフォルトの
制限は 100 項目に設定されます。このフィールドの最大値は 1000 項目です。

nextToken

前のクエリを継続するためのページ分割トークンです。これは前のクエリから取得されます。この
フィールドはオプションです。

lastSync

最後に成功した Sync オペレーションが開始されたエポックミリ秒単位の時刻。指定する
と、lastSync 以降に変更された項目のみが返されます。このフィールドはオプションです。最初の
Sync オペレーションからすべてのページを取得した後にのみ入力する必要があります。省略した場
合は、ベーステーブルの結果が返されます。それ以外の場合は、差分テーブルの結果が返されます。
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basePartitionKey

Sync操作を実行する際に使用されるベーステーブルのパーティションキー。このフィールドで
は、Syncテーブルがカスタムパーティションキーを使用している場合に操作を実行できます。これは
オプションのフィールドです。

deltaIndexName

Sync操作に使用されるインデックス。このインデックスは、テーブルがカスタムパーティショ
ンキーを使用している場合に、Syncデルタストアテーブル全体の操作を有効にするために必要で
す。Sync操作は GSI (gsi_ds_pkおよびで作成gsi_ds_sk) で実行されます。このフィールドはオプ
ションです。

DynamoDB 同期により返された結果が自動的に GraphQL プリミティブ型と JSON プリミティブ型に変換
され、マッピングコンテキスト ($context.result) で参照できます。

DynamoDB の型変換の詳細については、「型システム (リクエストマッピング) (p. 552)」を参照してく
ださい。

リクエストマッピングテンプレートの詳細については、「リゾルバーのマッピングテンプレートの詳細に
ついては、「リゾルバーのマッピングテンプレートの概要 (p. 450)」を参照してください。

結果は以下の構造を持ちます。

{ 
    items = [ ... ], 
    nextToken = "a pagination token", 
    scannedCount = 10, 
    startedAt = 1550000000000
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

items

同期により返された項目を含むリストです。
nextToken

さらに結果がある場合、nextToken には別のリクエストで使用できるページ分割トークンが含まれ
ています。AWS AppSync DynamoDB から返されたページ分割トークンを暗号化および難読化しま
す。これにより、テーブルデータが誤って呼び出し元に漏えいされるのを防ぎます。また、これらの
ページ分割トークンは異なるリゾルバー間では使用できません。

scannedCount

フィルタ式 (ある場合) が適用される前に、DynamoDB により取得された項目の数です。
startedAt

エポックミリ秒単位の時刻ですが、同期オペレーションが開始されれば、ローカルに保存して別のリ
クエストで lastSync の引数として使用することができます。ページ分割トークンがリクエストに含
まれている場合、この値は、結果の最初のページのリクエストによって返されたものと同じになりま
す。

例 1
次の例は、GraphQLsyncPosts(nextToken: String, lastSync: AWSTimestamp) クエリのマッピ
ングテンプレートです:.
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この例では、lastSync を省略すると、ベーステーブルのすべてのエントリが返されます。lastSync が
指定されている場合は、lastSync 以降に変更された差分同期テーブルのエントリのみが返されます。

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "Sync", 
    "limit": 100, 
    "nextToken": $util.toJson($util.defaultIfNull($ctx.args.nextToken, null)), 
    "lastSync": $util.toJson($util.defaultIfNull($ctx.args.lastSync, null))
}

BatchGetItem
BatchGetItemリクエストマッピングドキュメントを使用すると、AWS AppSync DynamoDB への 
DynamoDBBatchGetItem リクエストで、複数のテーブルから複数の項目を取得するように指定できま
す。このリクエストテンプレートでは、以下の情報を指定する必要があります。

• 項目を取得するテーブルの名前
• 各テーブルから取得する項目のキー

DynamoDB の BatchGetItem 制限が適用されるため、条件式を指定することはできません。

BatchGetItem マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "BatchGetItem", 
    "tables" : { 
        "table1": { 
           "keys": [ 
              ## Item to retrieve Key 
              { 
                   "foo" : ... typed value, 
                   "bar" : ... typed value 
              }, 
              ## Item2 to retrieve Key 
              { 
                   "foo" : ... typed value, 
                   "bar" : ... typed value 
              } 
            ], 
            "consistentRead": true|false,             
            "projection" : { 
                 ... 
            } 
        }, 
        "table2": { 
           "keys": [ 
              ## Item3 to retrieve Key 
              { 
                   "foo" : ... typed value, 
                   "bar" : ... typed value 
              }, 
              ## Item4 to retrieve Key 
              { 
                   "foo" : ... typed value, 
                   "bar" : ... typed value 
              } 
            ], 
            "consistentRead": true|false, 

533



AWS AppSync デベロッパーガイド
BatchGetItem

            "projection" : { 
                 ... 
            } 
        } 
    }
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

BatchGetItem フィールド
BatchGetItemフィールドリスト

version

テンプレート定義のバージョンです。2018-05-29 のみサポートされています。この値は必須です。
operation

実行する DynamoDB の処理。BatchGetItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
BatchGetItem に設定する必要があります。この値は必須です。

tables

項目を取得する DynamoDB テーブル。値は、キーとしてテーブル名が指定されているマップです。1 
つ以上のテーブルを指定する必要があります。この tables の値は必須です。
keys

取り出す項目のプライマリキーを表す DynamoDB キーのリスト。DynamoDB の項目には、単一
のハッシュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブルの構造に
よって変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リクエスト
マッピング) (p. 548)」を参照してください。

consistentRead

GetItem操作の実行時にコンシステントリードを使用するかどうか。この値はオプションであり、
デフォルトは false です。

projection

DynamoDB オペレーションから返される属性を指定するために使用されるプロジェクション。投
影の詳細については、「投影」を参照してください。このフィールドはオプションです。

覚えておくべきポイント:

• 項目がテーブルから取得されなかった場合は、そのテーブルの data ブロックに null 要素があります。
• 呼び出し結果は、リクエストマッピングテンプレート内で提供された順序に基づいて、テーブルごとに

ソートされます。
• aGetBatchGetItem 内の各コマンドはアトミックですが、バッチは部分的に処理できます。エラーの

ためにバッチが部分的に処理された場合、未処理のキーは unprocessedKeys ブロック内に呼び出し結果
の一部として返されます。

• BatchGetItem は 100 キーに制限されています。

以下に示しているのは、リクエストマッピングテンプレートの例です。

{ 
  "version": "2018-05-29", 
  "operation": "BatchGetItem", 

534

https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/resolver-mapping-template-reference-dynamodb.html#aws-appsync-resolver-mapping-template-reference-dynamodb-projections


AWS AppSync デベロッパーガイド
BatchDeleteItem

  "tables": { 
    "authors": [ 
        { 
          "author_id": { 
            "S": "a1" 
          } 
        }, 
    ], 
    "posts": [ 
        { 
          "author_id": { 
            "S": "a1" 
          }, 
          "post_id": { 
            "S": "p2" 
          } 
        } 
    ], 
  }
}

$ctx.result で使用可能な呼び出し結果は以下のとおりです。

{ 
   "data": { 
     "authors": [null], 
     "posts": [ 
        # Was retrieved 
        { 
          "author_id": "a1", 
          "post_id": "p2", 
          "post_title": "title", 
          "post_description": "description", 
        } 
     ] 
   }, 
   "unprocessedKeys": { 
     "authors": [ 
        # This item was not processed due to an error 
        { 
          "author_id": "a1" 
        } 
      ], 
     "posts": [] 
   }
}

$ctx.error にエラーに関する詳細が含まれています。data キー、unprocessedKeys キー、およびリ
クエストマッピングテンプレートで渡された各テーブルキーは呼び出し結果に必ずあります。削除され
た項目は data ブロックにあります。処理されなかった項目は、data ブロック内で null としてマークさ
れ、unprocessedKeys ブロックに挿入されます。

より詳細な例については、DynamoDB Batch チュートリアルの「チュートリアル:DynamoDB バッチリゾ
ルバー」を参照してください (p. 178)。 AppSync

BatchDeleteItem
BatchDeleteItemリクエストマッピングドキュメントを使用すると、DynamoDB リゾルバーからAWS 
AppSync DynamoDB への DynamoDB から DynamoDB への、複数の項目を削除するように指定できま
す。また、複数のテーブルから複数の項目を削除するように指定できます。BatchWriteItemこのリクエ
ストテンプレートでは、以下の情報を指定する必要があります。
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• 項目を削除するテーブルの名前
• 各テーブルから削除する項目のキー

DynamoDB の BatchWriteItem 制限が適用されるため、条件式を指定することはできません。

BatchDeleteItem マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "BatchDeleteItem", 
    "tables" : { 
        "table1": [ 
        ## Item to delete Key 
        { 
             "foo" : ... typed value, 
             "bar" : ... typed value 
        }, 
        ## Item2 to delete Key 
        { 
             "foo" : ... typed value, 
             "bar" : ... typed value 
        }], 
        "table2": [ 
        ## Item3 to delete Key 
        { 
             "foo" : ... typed value, 
             "bar" : ... typed value 
        }, 
        ## Item4 to delete Key 
        { 
             "foo" : ... typed value, 
             "bar" : ... typed value 
        }], 
    }
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

BatchDeleteItem フィールド
BatchDeleteItemフィールドリスト

version

テンプレート定義のバージョンです。2018-05-29 のみサポートされています。この値は必須です。
operation

実行する DynamoDB の処理。BatchDeleteItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
BatchDeleteItem に設定する必要があります。この値は必須です。

tables

項目を削除する DynamoDB テーブル。各テーブルは、削除する項目のプライマリキーを表す 
DynamoDB キーのリストです。DynamoDB の項目には、単一のハッシュキー、またはハッシュキー
とソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって変わります。「入力値」を指定す
る方法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピング) (p. 548)」を参照してくださ
い。1 つ以上のテーブルを指定する必要があります。tables値は必須です。

覚えておくべきポイント:
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• DeleteItem オペレーションとは対照的に、完全に削除された項目はレスポンスで返されません。渡さ
れたキーのみが返されます。

• 項目がテーブルから削除されなかった場合は、そのテーブルの data ブロックに null 要素があります。
• 呼び出し結果は、リクエストマッピングテンプレート内で提供された順序に基づいて、テーブルごとに

ソートされます。
• aDeleteBatchDeleteItem 内の各コマンドはアトミックです。ただし、バッチは部分的に処理できま

す。エラーのためにバッチが部分的に処理された場合、未処理のキーは unprocessedKeys ブロック内に
呼び出し結果の一部として返されます。

• BatchDeleteItem は 25 キーに制限されています。

以下に示しているのは、リクエストマッピングテンプレートの例です。

{ 
  "version": "2018-05-29", 
  "operation": "BatchDeleteItem", 
  "tables": { 
    "authors": [ 
        { 
          "author_id": { 
            "S": "a1" 
          } 
        }, 
    ], 
    "posts": [ 
        { 
          "author_id": { 
            "S": "a1" 
          }, 
          "post_id": { 
            "S": "p2" 
          } 
        } 
    ], 
  }
}

$ctx.result で使用可能な呼び出し結果は以下のとおりです。

{ 
   "data": { 
     "authors": [null], 
     "posts": [ 
        # Was deleted 
        { 
          "author_id": "a1", 
          "post_id": "p2" 
        } 
     ] 
   }, 
   "unprocessedKeys": { 
     "authors": [ 
        # This key was not processed due to an error 
        { 
          "author_id": "a1" 
        } 
      ], 
     "posts": [] 
   }
}
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$ctx.error にエラーに関する詳細が含まれています。data キー、unprocessedKeys キー、およびリ
クエストマッピングテンプレートで渡された各テーブルキーは呼び出し結果に必ずあります。削除され
た項目は data ブロックにあります。処理されなかった項目は、data ブロック内で null としてマークさ
れ、unprocessedKeys ブロックに挿入されます。

より詳細な例については、DynamoDB Batch チュートリアルの「チュートリアル:DynamoDB バッチリゾ
ルバー」を参照してください (p. 178)。 AppSync

BatchPutItem
BatchPutItemリクエストマッピングドキュメントを使用すると、AWS AppSync DynamoDB への 
DynamoDBBatchWriteItem リクエストで、複数のテーブルに複数の項目を挿入するように指定できま
す。このリクエストテンプレートでは、以下の情報を指定する必要があります。

• 項目を挿入するテーブルの名前
• 各テーブルに挿入するすべての項目

DynamoDB の BatchWriteItem 制限が適用されるため、条件式を指定することはできません。

BatchPutItem マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
    "version" : "2018-05-29", 
    "operation" : "BatchPutItem", 
    "tables" : { 
        "table1": [ 
        ## Item to put 
        { 
             "foo" : ... typed value, 
             "bar" : ... typed value 
        }, 
        ## Item2 to put 
        { 
             "foo" : ... typed value, 
             "bar" : ... typed value 
        }], 
        "table2": [ 
        ## Item3 to put 
        { 
             "foo" : ... typed value, 
             "bar" : ... typed value 
        }, 
        ## Item4 to put 
        { 
             "foo" : ... typed value, 
             "bar" : ... typed value 
        }], 
    }
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

BatchPutItem フィールド
BatchPutItemフィールドリスト

version

テンプレート定義のバージョンです。2018-05-29 のみサポートされています。この値は必須です。
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operation

実行する DynamoDB の処理。BatchPutItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
BatchPutItem に設定する必要があります。この値は必須です。

tables

項目を挿入する DynamoDB テーブル。各テーブルエントリは、この特定のテーブルに挿入する 
DynamoDB 項目のリストを表します。1 つ以上のテーブルを指定する必要があります。この値は必須
です。

覚えておくべきポイント:

• 完全に挿入された項目がレスポンスに返されます (正常に挿入された場合)。
• 項目がテーブルに挿入されなかった場合は、そのテーブルの data ブロックに null 要素があります。
• 挿入された項目は、リクエストマッピングテンプレート内で提供された順序に基づいてテーブルごとに

ソートされます。
• aPutBatchPutItem 内の各コマンドはアトミックですが、バッチは部分的に処理できます。エラーの

ためにバッチが部分的に処理された場合、未処理のキーは unprocessedKeys ブロック内に呼び出し結果
の一部として返されます。

• BatchPutItem は 25 項目に制限されています。

以下に示しているのは、リクエストマッピングテンプレートの例です。

{ 
  "version": "2018-05-29", 
  "operation": "BatchPutItem", 
  "tables": { 
    "authors": [ 
        { 
          "author_id": { 
            "S": "a1" 
          }, 
          "author_name": { 
            "S": "a1_name" 
          } 
        }, 
    ], 
    "posts": [ 
        { 
          "author_id": { 
            "S": "a1" 
          }, 
          "post_id": { 
            "S": "p2" 
          }, 
          "post_title": { 
            "S": "title" 
          } 
        } 
    ], 
  }
}

$ctx.result で使用可能な呼び出し結果は以下のとおりです。

{ 
   "data": { 
     "authors": [ 
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         null 
     ], 
     "posts": [ 
        # Was inserted 
        { 
          "author_id": "a1", 
          "post_id": "p2", 
          "post_title": "title" 
        } 
     ] 
   }, 
   "unprocessedItems": { 
     "authors": [ 
        # This item was not processed due to an error 
        { 
          "author_id": "a1", 
          "author_name": "a1_name" 
        } 
      ], 
     "posts": [] 
   }
}

$ctx.error にエラーに関する詳細が含まれています。data キー、The keys data, unprocessedItems
キー、およびリクエストマッピングテンプレートで渡された各テーブルキーは呼び出し結果に必ずありま
す。挿入された項目は data ブロックにあります。処理されなかった項目は、data ブロック内で null とし
てマークされ、unprocessedItems ブロックに挿入されます。

より詳細な例については、DynamoDB Batch チュートリアルの「チュートリアル:DynamoDB バッチリゾ
ルバー」を参照してください (p. 178)。 AppSync

TransactGetItems
TransactGetItemsリクエストマッピングドキュメントを使用すると、AWS AppSync DynamoDB への 
DynamoDB への DynamoDBTransactGetItems リクエストで、複数のテーブルから複数の項目を取得
するように指定できます。このリクエストテンプレートでは、以下の情報を指定する必要があります。

• 項目の取得元となる各リクエスト項目のテーブル名
• 各テーブルから取得する各リクエスト項目のキー

DynamoDB の TransactGetItems 制限が適用されるため、条件式を指定することはできません。

TransactGetItems マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "TransactGetItems", 
    "transactItems": [ 
       ## First request item 
       { 
           "table": "table1", 
           "key": { 
               "foo": ... typed value, 
               "bar": ... typed value 
           }, 
           "projection" : { 
                ... 
           } 
       }, 
       ## Second request item 
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       { 
           "table": "table2", 
           "key": { 
               "foo": ... typed value, 
               "bar": ... typed value 
           }, 
           "projection" : { 
                ... 
           } 
       } 
    ]
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

TransactGetItems フィールド
TransactGetItemsフィールドリスト

version

テンプレート定義のバージョンです。2018-05-29 のみサポートされています。この値は必須です。
operation

実行する DynamoDB の処理。TransactGetItems DynamoDB の処理を実行するには、これを
TransactGetItems に設定する必要があります。この値は必須です。

transactItems

含めるリクエスト項目。値はリクエスト項目の配列です。少なくとも 1 つのリクエスト項目を指定す
る必要があります。この transactItems の値は必須です。
table

項目の取得元となる DynamoDB テーブル。値はテーブル名の文字列です。この table の値は必
須です。

key

取り出す項目のプライマリキーを表す DynamoDB キー。DynamoDB の項目には、単一のハッ
シュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブルの構造によって
変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リクエストマッピ
ング) (p. 548)」を参照してください。

projection

DynamoDB オペレーションから返される属性を指定するために使用されるプロジェクション。投
影の詳細については、「投影」を参照してください。このフィールドはオプションです。

覚えておくべきポイント:

• トランザクションが成功すると、items ブロック内で取得された項目の順序はリクエスト項目の順序と
同じになります。

• all-or-nothing トランザクションは何らかの方法で実行されます。いずれかのリクエスト項目でエラーが
発生した場合、トランザクション全体は実行されず、エラーの詳細が返されます。

• リクエスト項目を取得できなくても、エラーではありません。代わりに、null要素が対応する位置の項
目ブロックに表示されます。

• トランザクションのエラーが「」の場合TransactionCanceledException、cancellationReasonsブ
ロックにデータが入力されます。cancellationReasons ブロック内のキャンセル理由の順序は、リ
クエスト項目の順序と同じになります。

541

https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/resolver-mapping-template-reference-dynamodb.html#aws-appsync-resolver-mapping-template-reference-dynamodb-projections


AWS AppSync デベロッパーガイド
TransactGetItems

• TransactGetItems のリクエスト項目数は 25 個に制限されています。

以下に示しているのは、リクエストマッピングテンプレートの例です。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "TransactGetItems", 
    "transactItems": [ 
       ## First request item 
       { 
           "table": "posts", 
           "key": { 
               "post_id": { 
                 "S": "p1" 
               } 
           } 
       }, 
       ## Second request item 
       { 
           "table": "authors", 
           "key": { 
               "author_id": { 
                 "S": a1 
               } 
           } 
       } 
    ]
}

トランザクションが成功し、最初にリクエストされた項目だけが取得された場合、$ctx.result で使用
できる呼び出し結果は次のようになります。

{ 
    "items": [ 
       { 
           // Attributes of the first requested item 
           "post_id": "p1", 
           "post_title": "title", 
           "post_description": "description" 
       }, 
       // Could not retrieve the second requested item 
       null, 
    ], 
    "cancellationReasons": null
}

TransactionCanceledException最初のリクエスト項目が原因でトランザクションが失敗した場
合、$ctx.resultで取得できる呼び出し結果は次のとおりです。

{ 
    "items": null, 
    "cancellationReasons": [ 
       { 
           "type":"Sample error type", 
           "message":"Sample error message" 
       }, 
       { 
           "type":"None", 
           "message":"None" 
       } 
    ]
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}

$ctx.error にエラーに関する詳細が含まれています。キー items と cancellationReasons
は、$ctx.result にあることが保証されています。

より詳細な例については、DynamoDB トランザクションチュートリアルの「チュートリアル:DynamoDB 
トランザクションリゾルバー」を参照してください (p. 191)。 AppSync

TransactWriteItems
TransactWriteItemsリクエストマッピングドキュメントを使用すると、AWS AppSync DynamoDB へ
の DynamoDB への DynamoDBTransactWriteItems リクエストで、複数のテーブルに複数の項目を書
き込むように指定できます。このリクエストテンプレートでは、以下の情報を指定する必要があります。

• 各リクエスト項目の書き込み先テーブル名
• 実行する各リクエスト項目のオペレーション。サポートされる操作に

は、、PutItemUpdateItemDeleteItem、および 4 つのタイプがあります。ConditionCheck
• 書き込む各リクエスト項目のキー

DynamoDB の TransactWriteItems 制限が適用されます。

TransactWriteItems マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "TransactWriteItems", 
    "transactItems": [ 
       { 
           "table": "table1", 
           "operation": "PutItem", 
           "key": { 
               "foo": ... typed value, 
               "bar": ... typed value 
           }, 
           "attributeValues": { 
               "baz": ... typed value 
           }, 
           "condition": { 
               "expression": "someExpression", 
               "expressionNames": { 
                   "#foo": "foo" 
               }, 
               "expressionValues": { 
                   ":bar": ... typed value 
               }, 
               "returnValuesOnConditionCheckFailure": true|false 
           } 
       }, 
       { 
           "table":"table2", 
           "operation": "UpdateItem", 
           "key": { 
               "foo": ... typed value, 
               "bar": ... typed value 
           }, 
           "update": { 
               "expression": "someExpression", 
               "expressionNames": { 
                   "#foo": "foo" 
               }, 
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               "expressionValues": { 
                   ":bar": ... typed value 
               } 
           }, 
           "condition": { 
               "expression": "someExpression", 
               "expressionNames": { 
                   "#foo":"foo" 
               }, 
               "expressionValues": { 
                   ":bar": ... typed value 
               }, 
               "returnValuesOnConditionCheckFailure": true|false 
           } 
       }, 
       { 
           "table": "table3", 
           "operation": "DeleteItem", 
           "key":{ 
               "foo": ... typed value, 
               "bar": ... typed value 
           }, 
           "condition":{ 
               "expression": "someExpression", 
               "expressionNames": { 
                   "#foo": "foo" 
               }, 
               "expressionValues": { 
                   ":bar": ... typed value 
               }, 
               "returnValuesOnConditionCheckFailure": true|false 
           } 
       }, 
       { 
           "table": "table4", 
           "operation": "ConditionCheck", 
           "key":{ 
               "foo": ... typed value, 
               "bar": ... typed value 
           }, 
           "condition":{ 
               "expression": "someExpression", 
               "expressionNames": { 
                   "#foo": "foo" 
               }, 
               "expressionValues": { 
                   ":bar": ... typed value 
               }, 
               "returnValuesOnConditionCheckFailure": true|false 
           } 
       } 
    ]
}

TransactWriteItems フィールド
TransactWriteItemsフィールドリスト

各フィールドの定義は以下のようになります。
version

テンプレート定義のバージョンです。2018-05-29 のみサポートされています。この値は必須で
す。
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operation

実行する DynamoDB の処理。TransactWriteItems DynamoDB の処理を実行するには、これ
を TransactWriteItems に設定する必要があります。この値は必須です。

transactItems

含めるリクエスト項目。値はリクエスト項目の配列です。少なくとも 1 つのリクエスト項目を指
定する必要があります。この transactItems の値は必須です。

PutItem の場合、各フィールドの定義は以下のようになります。
table

送信先のの DynamoDB テーブル。値はテーブル名の文字列です。この table の値は必須で
す。

operation

実行する DynamoDB の処理。PutItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
PutItem に設定する必要があります。この値は必須です。

key

配置する項目のプライマリキーを表す DynamoDB キー。DynamoDB の項目には、単一の
ハッシュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブルの構造
によって変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リク
エストマッピング) (p. 548)」を参照してください。この値は必須です。

attributeValues

DynamoDB に渡す項目の残りの属性です。「入力値」を指定する方法の詳細については、
「タイプシステム (リクエストマッピング) (p. 548)」を参照してください。このフィールド
はオプションです。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうか
を判断する条件です。条件が指定されていない場合、PutItem リクエストはその項目の既
存のエントリを上書きします。条件チェックに失敗した場合に、既存の項目を取得し直すか
どうかを指定できます。トランザクション条件の詳細については、「トランザクション条件
式 (p. 564)」を参照してください。この値はオプションです。

UpdateItem の場合、各フィールドの定義は以下のようになります。
table

更新する DynamoDB テーブル。値はテーブル名の文字列です。この table の値は必須で
す。

operation

実行する DynamoDB の処理。UpdateItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
UpdateItem に設定する必要があります。この値は必須です。

key

更新する項目のプライマリキーを表す DynamoDB キー。DynamoDB の項目には、単一の
ハッシュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブルの構造
によって変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リク
エストマッピング) (p. 548)」を参照してください。この値は必須です。

update

update セクションには、 DynamoDBの項目の更新方法を示す更新式を指定することができ
ます。更新式の詳細については、「DynamoDB UpdateExpressions のドキュメント」を参照
してください。このセクションは必須です。
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condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうか
を判断する条件です。条件を指定していない場合は、UpdateItem リクエストによって、現
在の状態にかかわらず、既存のエントリが更新されます。条件チェックに失敗した場合に、
既存の項目を取得し直すかどうかを指定できます。トランザクション条件の詳細について
は、「トランザクション条件式 (p. 564)」を参照してください。この値はオプションです。

DeleteItem の場合、各フィールドの定義は以下のようになります。
table

項目を削除する DynamoDB テーブル。値はテーブル名の文字列です。この table の値は必
須です。

operation

実行する DynamoDB の処理。DeleteItem DynamoDB の処理を実行するには、これを
DeleteItem に設定する必要があります。この値は必須です。

key

削除する項目のプライマリキーを表す DynamoDB キー。DynamoDB の項目には、単一の
ハッシュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブルの構造
によって変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステム (リク
エストマッピング) (p. 548)」を参照してください。この値は必須です。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかどうか
を判断する条件です。条件を指定していない場合、DeleteItem リクエストによって、現在
の状態にかかわらず、項目が削除されます。条件チェックに失敗した場合に、既存の項目を
取得し直すかどうかを指定できます。トランザクション条件の詳細については、「トランザ
クション条件式 (p. 564)」を参照してください。この値はオプションです。

ConditionCheck の場合、各フィールドの定義は以下のようになります。
table

条件をチェックする DynamoDB テーブル。値はテーブル名の文字列です。この table の値
は必須です。

operation

実行する DynamoDB の処理。ConditionCheck DynamoDB の処理を実行するには、これを
ConditionCheck に設定する必要があります。この値は必須です。

key

条件チェックする項目のプライマリキーを表す DynamoDB キー。DynamoDB の項目には、
単一のハッシュキー、またはハッシュキーとソートキーが含まれています。これはテーブル
の構造によって変わります。「入力値」を指定する方法の詳細については、「タイプシステ
ム (リクエストマッピング) (p. 548)」を参照してください。この値は必須です。

condition

DynamoDB 内に既に存在するオブジェクトの状態に基づき、リクエストが成功するかど
うかを判断する条件です。条件チェックに失敗した場合に、既存の項目を取得し直すかど
うかを指定できます。トランザクション条件の詳細については、「トランザクション条件
式 (p. 564)」を参照してください。この値は必須です。

覚えておくべきポイント:
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• リクエスト項目のキーのみがレスポンスに返されます (正常に挿入された場合)。キーの順序は、リクエ
スト項目の順序と同じです。

• all-or-nothing トランザクションは何らかの方法で実行されます。いずれかのリクエスト項目でエラーが
発生した場合、トランザクション全体は実行されず、エラーの詳細が返されます。

• 同じ項目をターゲットにできるリクエスト項目が 2 つありません。そうしない
と、TransactionCanceledExceptionエラーが発生します。

• トランザクションのエラーが「」の場合TransactionCanceledException、cancellationReasonsブ
ロックにデータが入力されます。リクエスト項目の条件チェックが失敗し、かつ
returnValuesOnConditionCheckFailure を false に指定しなかった場合、テーブルに存在する
項目が取得され、item で cancellationReasons ブロックの対応する位置に保存されます。

• TransactWriteItems のリクエスト項目数は 25 個に制限されています。

以下に示しているのは、リクエストマッピングテンプレートの例です。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "TransactWriteItems", 
    "transactItems": [ 
       { 
           "table": "posts", 
           "operation": "PutItem", 
           "key": { 
               "post_id": { 
                   "S": "p1" 
               } 
           }, 
           "attributeValues": { 
               "post_title": { 
                   "S": "New title" 
               }, 
               "post_description": { 
                   "S": "New description" 
               } 
           }, 
           "condition": { 
               "expression": "post_title = :post_title", 
               "expressionValues": { 
                   ":post_title": { 
                       "S": "Expected old title" 
                   } 
               } 
           } 
       }, 
       { 
           "table":"authors", 
           "operation": "UpdateItem", 
           "key": { 
               "author_id": { 
                   "S": "a1" 
               }, 
           }, 
           "update": { 
               "expression": "SET author_name = :author_name", 
               "expressionValues": { 
                   ":author_name": { 
                       "S": "New name" 
                   } 
               } 
           }, 
       } 
    ]
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}

トランザクションが成功した場合、$ctx.result で使用できる呼び出し結果は次のようになります。

{ 
    "keys": [ 
       // Key of the PutItem request 
       { 
           "post_id": "p1", 
       }, 
       // Key of the UpdateItem request 
       { 
           "author_id": "a1" 
       } 
    ], 
    "cancellationReasons": null
}

PutItemリクエストの条件チェックが失敗したためにトランザクションが失敗した場
合、$ctx.resultで得られる呼び出し結果は次のとおりです。

{ 
    "keys": null, 
    "cancellationReasons": [ 
       { 
           "item": { 
               "post_id": "p1", 
               "post_title": "Actual old title", 
               "post_description": "Old description" 
           }, 
           "type": "ConditionCheckFailed", 
           "message": "The condition check failed." 
       }, 
       { 
           "type": "None", 
           "message": "None" 
       } 
    ]
}

$ctx.error にエラーに関する詳細が含まれています。keys および cancellationReasons が
$ctx.result に存在することが保証されています。

より詳細な例については、DynamoDB トランザクションチュートリアルの「チュートリアル:DynamoDB 
トランザクションリゾルバー」を参照してください (p. 191)。 AppSync

タイプシステム (リクエストマッピング)
AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーを使用して DynamoDB テーブルを呼び出す場合、AWS AppSync 
その呼び出しで使用するそれぞれの値の型を知っている必要があります。これは、DynamoDB が 
GraphQL や JSON よりも多くの型プリミティブをサポートしているためです (セットやバイナリデータな
ど)。AWS AppSync GraphQL と DynamoDB 間で変換を行う場合、何らかの情報が必要であり、これがな
い場合には、テーブルでのデータ構造について前提条件を作成する必要があります。

DynamoDB のデータ型の詳細については、DynamoDB の「データ型記述子」および「データ型」の各ド
キュメントを参照してください。

DynamoDB の値は、単一のキーと値のペアを含む JSON オブジェクトで表されます。キーは DynamoDB 
の型を指定し、値はその値自身を指定します。次の例では、キー S は値が文字列であることを示し、値
identifier がその文字列値です。
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{ "S" : "identifier" }

JSON オブジェクトは複数のキーと値のペアを持つことはできません。複数のキーと値のペアが指定され
ている場合、リクエストマッピングドキュメントは解析されません。

DynamoDB の値は、値を指定する必要がある場合にはリクエストマッピングドキュメントのどこかで使
用されます。これが必要になる箇所には、key セクションと attributeValue セクション、および式
セクションの expressionValues セクションが含まれています。次の例では、DynamoDB の文字列
値 identifier が、(おそらくは GetItem リクエストマッピングドキュメントの) key セクションの id
フィールドに割り当てられています。

"key" : { 
   "id" : { "S" : "identifier" }
}

サポートされているタイプ

AWS AppSync 以下の DynamoDB スカラー型、ドキュメント型、およびセット型をサポートしています。

文字列型 S

単一の文字列値です。DynamoDB の文字列値は次のように表されます。

{ "S" : "some string" }

以下は使用例です。

"key" : { 
   "id" : { "S" : "some string" }
}

文字列セット型 SS

1 組の文字列値です。DynamoDB の文字列セット値は次のように表されます。

{ "SS" : [ "first value", "second value", ... ] }

以下は使用例です。

"attributeValues" : { 
   "phoneNumbers" : { "SS" : [ "+1 555 123 4567", "+1 555 234 5678" ] }
}

数値型 N

単一の数値です。DynamoDB の数値は次のように表されます。

{ "N" : 1234 }

以下は使用例です。

"expressionValues" : { 
   ":expectedVersion" : { "N" : 1 }
}
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数値セット型 NS

1 組の数値です。DynamoDB の数値セット値は次のように表されます。

{ "NS" : [ 1, 2.3, 4 ... ] }

以下は使用例です。

"attributeValues" : { 
   "sensorReadings" : { "NS" : [ 67.8, 12.2, 70 ] }
}

バイナリ型 B

バイナリ値です。DynamoDB のバイナリ値は次のように表されます。

{ "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }

値は実際には文字列であることに注意してください。この文字列は、バイナリデータを Base64 
でエンコードして表したものです。AWS AppSync この文字列をバイナリ値にデコードしてから 
DynamoDB に送信します。AWS AppSync RFC 2045 で定義された Base64 デコーディングスキーム
を使用します。Base64 のアルファベットにない文字は無視されます。

以下は使用例です。

"attributeValues" : { 
   "binaryMessage" : { "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }
}

バイナリセット型 BS

1 組のバイナリ値です。DynamoDB のバイナリセット値は次のように表されます。

{ "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ] }

値は実際には文字列であることに注意してください。この文字列は、バイナリデータを Base64 
でエンコードして表したものです。AWS AppSync この文字列をバイナリ値にデコードしてから 
DynamoDB に送信します。AWS AppSync RFC 2045 で定義された Base64 デコーディングスキーム
を使用します。Base64 のアルファベットにない文字は無視されます。

以下は使用例です。

"attributeValues" : { 
   "binaryMessages" : { "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ] }
}

ブール型 BOOL

ブール値。DynamoDB のブール値は次のように表されます。

{ "BOOL" : true }

有効な値は、true と false のみです。

以下は使用例です。
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"attributeValues" : { 
   "orderComplete" : { "BOOL" : false }
}

リスト型 L

サポートされているその他の DynamoDB の値のリストです。DynamoDB のリスト値は次のように表
されます。

{ "L" : [ ... ] }

この値は複合値です。リストには、サポートされる DynamoDB の値 (他のリストも含む) が 0 個以上
入ります。このリストには、異なる型を混在させることもできます。

以下は使用例です。

{ "L" : [ 
      { "S"  : "A string value" }, 
      { "N"  : 1 }, 
      { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] } 
   ]
}

マップ型 M

サポートされる他の DynamoDB の値の、キーと値のペアの順序付けされていない集合を表しま
す。DynamoDB のマップ値は次のように表されます。

{ "M" : { ... } }

マップには 0 個以上のキーと値のペアが入ります。キーは文字列である必要があり、値には、サポー
トされている DynamoDB の任意の値 (他のマップを含む) が使用できます。このマップには、異なる
型を混在させることもできます。

以下は使用例です。

{ "M" : { 
      "someString" : { "S"  : "A string value" }, 
      "someNumber" : { "N"  : 1 }, 
      "stringSet"  : { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] } 
   }
}

Null 型 NULL

null 値です。DynamoDB の Null 値は次のように表されます。

{ "NULL" : null }

以下は使用例です。

"attributeValues" : { 
   "phoneNumbers" : { "NULL" : null }
}

各タイプの詳細については、DynamoDB のドキュメントを参照してください。
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タイプシステム (応答マッピング)
DynamoDB からレスポンスを受信すると、AWS AppSync それを自動的に GraphQL プリミティブ型と 
JSON プリミティブ型に変換します。DynamoDB の各属性はデコードされ、レスポンスマッピングコンテ
キストで返されます。

たとえば、DynamoDB が以下を返したとします。

{ 
    "id" : { "S" : "1234" }, 
    "name" : { "S" : "Nadia" }, 
    "age" : { "N" : 25 }
}

AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーはこれを以下のように GraphQL 型と JSON 型に変換します。

{ 
    "id" : "1234", 
    "name" : "Nadia", 
    "age" : 25
}

このセクションでは、AWS AppSync が以下の DynamoDB スカラー型、ドキュメント型、およびセット型
を変換する方法について説明します。

文字列型 S

単一の文字列値です。DynamoDB 文字列値が文字列として返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB の文字列値を返したとします。

{ "S" : "some string" }

AWS AppSync これを文字列に変換します。

"some string"

文字列セット型 SS

1 組の文字列値です。DynamoDB 文字列セット値が文字列のリストとして返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB 文字列セット値を返したとします。

{ "SS" : [ "first value", "second value", ... ] }

AWS AppSync これを文字列のリストに変換します。

[ "+1 555 123 4567", "+1 555 234 5678" ]

数値型 N

単一の数値です。DynamoDB 数値が数字として返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB の数値を返したとします。

{ "N" : 1234 }
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AWS AppSync これを数値に変換します。

1234

数値セット型 NS

1 組の数値です。DynamoDB 数値セットが数字のリストとして返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB の数値セット値を返したとします。

{ "NS" : [ 67.8, 12.2, 70 ] }

AWS AppSync これを数値のリストに変換します。

[ 67.8, 12.2, 70 ]

バイナリ型 B

バイナリ値です。DynamoDB のバイナリ値は、その値を Base64 で表した文字列として返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB のバイナリ値を返したとします。

{ "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }

AWS AppSync これを Base64 で表した文字列に変換します。

"SGVsbG8sIFdvcmxkIQo="

バイナリデータは、RFC 4648 と RFC 2045 で指定されているようにして Base64 エンコーディング
スキームにエンコードされます。

バイナリセット型 BS

1 組のバイナリ値です。DynamoDB のバイナリセット値は、その値を Base64 で表した文字列のリス
トとして返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB のバイナリ値を返したとします。

{ "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ] }

AWS AppSync これを Base64 で表した文字列のリストに変換します。

[ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ]

バイナリデータは、RFC 4648 と RFC 2045 で指定されているようにして Base64 エンコーディング
スキームにエンコードされます。

ブール型 BOOL

ブール値。DynamoDB ブール値がブールとして返されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB のブール値を返したとします。

{ "BOOL" : true }
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AWS AppSync これをブールに変換します。

true

リスト型 L

サポートされているその他の DynamoDB の値のリストです。DynamoDB のリスト値は値のリストと
して返され、内部のそれぞれの値も変換されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB の文字列値を返したとします。

{ "L" : [ 
      { "S"  : "A string value" }, 
      { "N"  : 1 }, 
      { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] } 
   ]
}

AWS AppSync これを変換された値のリストに変換します。

[ "A string value", 1, [ "Another string value", "Even more string values!" ] ]

マップ型 M

サポートされるその他の DynamoDB の値のキー/値の集合です。DynamoDB のマップ値は JSON オブ
ジェクトとして返されます。それぞれのキー/値も変換されます。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB のバイナリ値を返したとします。

{ "M" : { 
      "someString" : { "S"  : "A string value" }, 
      "someNumber" : { "N"  : 1 }, 
      "stringSet"  : { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] } 
   }
}

AWS AppSync これを JSON オブジェクトに変換します。

{ 
   "someString" : "A string value", 
   "someNumber" : 1, 
   "stringSet"  : [ "Another string value", "Even more string values!" ]
}

Null 型 NULL

null 値です。

たとえば、DynamoDB が次の DynamoDB のブール値を返したとします。

{ "NULL" : null }

AWS AppSync これを NULL に変換します。

null
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フィルター
Query 処理と Scan 処理を使用して DynamoDB のオブジェクトにクエリを実行する場合、オプション
で、結果を評価する filter を指定して、必要な値のみを返すことができます。

Query または Scan マッピングドキュメントのフィルタマッピングセクションは以下の構造を持ちます。

"filter" : { 
    "expression" : "filter expression" 
    "expressionNames" : { 
        "#name" : "name", 
    }, 
    "expressionValues" : { 
        ":value" : ... typed value 
    },
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

expression

クエリ式です。フィルター式の記述方法の詳細については、DynamoDB QueryFilter と DynamoDB 
ScanFilter のドキュメントを参照してください。このフィールドの指定は必須です。

expressionNames

式の属性名のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キー
は、expression で使用される名前のプレースホルダーに対応します。値は、DynamoDB の項目の
属性名に対応する文字列である必要があります。このフィールドはオプションであり、expression
で使用される式の属性名のプレースホルダーのみを入力します。

expressionValues

式の属性値のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは expression
で使用される値のプレースホルダーに対応し、値は型付き値でなければなりません。「型付き値」を
指定する方法の詳細については、「型システム (リクエストマッピング) (p. 548)」を参照してくださ
い。この指定は必須です。このフィールドはオプションであり、expression で使用される式の属性
値のプレースホルダーのみを入力します。

例
以下の例は、マッピングテンプレートのフィルターセクションです。ここでは、DynamoDB から取得され
たエントリのうち、titleタイトルが引数で始まるもののみが返されます。

"filter" : { 
    "expression" : "begins_with(#title, :title)", 
    "expressionNames" : { 
        "#title" : "title" 
    }, 
    "expressionValues" : { 
        ":title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.title) 
    }
}

条件式
PutItem、UpdateItem、および DeleteItem の各 DynamoDB 処理を使用して DynamoDB のオブジェ
クトをミューテーションする場合、オプションで、処理を実行する前に、DynamoDB にある既存のオブ
ジェクトの状態に基づいてリクエストが成功するかどうかを制御する条件式を指定することができます。
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AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーにより、、DeleteItemおよびリクエストマッピングドキュメン
トに条件式を指定することができます。また、PutItem条件チェックでエラーが検出され、オブジェクト
が更新されなかった場合に従う処理も指定できます。UpdateItem

例 1
以下の PutItem マッピングドキュメントには条件式がありません。その結果、同じキーに対応する項目
がすでにある場合でも、項目は DynamoDB に挿入され、それにより既存の項目が上書きされます。

{ 
   "version" : "2017-02-28", 
   "operation" : "PutItem", 
   "key" : { 
      "id" : { "S" : "1" } 
   }
}

例 2
次の PutItem マッピングドキュメントには条件式があります。この場合、同じキーの項目が DynamoDB 
に存在しない場合のみ処理が成功します。

{ 
   "version" : "2017-02-28", 
   "operation" : "PutItem", 
   "key" : { 
      "id" : { "S" : "1" } 
   }, 
   "condition" : { 
      "expression" : "attribute_not_exists(id)" 
   }
}

デフォルトでは、条件チェックでエラーが検出されると、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーは、
ミューテーションに関するエラーを返すとともに、GraphQLerror レスポンスのdataセクションの
フィールドで DynamoDB のオブジェクトの現在値を返します。ただし、AWS AppSync DynamoDB のリ
ゾルバーにより追加の機能を提供して、一般的なエッジケースを開発者が処理することもできます。

• AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーにより、DynamoDB の現在値が必要な結果と一致すると判断で
きる場合、処理は成功として扱われます。

• エラーを返す代わりに、リゾルバーを設定してカスタムの Lambda 関数を呼び出し、AWS AppSync 
DynamoDB のリゾルバーがエラーを処理する方法を決定することができます。

これらの詳細については、「条件チェックでのエラーを処理する (p. 558)」セクションを参照してくださ
い。

DynamoDB の条件式の詳細については、「DynamoDB ConditionExpressions のドキュメントを参照して
ください。

条件を指定する
PutItem、UpdateItem、および DeleteItem の各リクエストマッピングドキュメントはすべて、オプ
ションで condition セクションが指定できます。省略した場合、条件チェックは実行されません。指定
した場合、処理が成功するには、条件が true となる必要があります。

condition セクションは以下の構造を持ちます。
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"condition" : { 
    "expression" : "someExpression" 
    "expressionNames" : { 
        "#foo" : "foo" 
    }, 
    "expressionValues" : { 
        ":bar" : ... typed value 
    }, 
    "equalsIgnore" : [ "version" ], 
    "consistentRead" : true, 
    "conditionalCheckFailedHandler" : { 
        "strategy" : "Custom", 
        "lambdaArn" : "arn:..." 
    }
}

以下のフィールドに条件を指定します。

expression

更新式そのものを指定します。条件式を記述する方法の詳細については、「DynamoDB 
ConditionExpressions のドキュメント」を参照してください。このフィールドの指定は必須です。

expressionNames

式の属性名のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは expression で
使用される名前のプレースホルダーに対応し、値は DynamoDB の項目の属性名と一致する文字列で
なければなりません。このフィールドはオプションであり、expression で使用される式の属性名のプ
レースホルダーのみを入力します。

expressionValues

式の属性値のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは expression で
使用される値のプレースホルダーに対応し、値は型付き値でなければなりません。「型付き値」を指
定する方法の詳細については、「型システム (リクエストマッピング) (p. 548)」を参照してくださ
い。この指定は必須です。このフィールドはオプションであり、expression で使用される式の属性値
のプレースホルダーのみを入力します。

残りのフィールドは、条件チェックで検出したエラーの処理方法をAWS AppSync DynamoDB リゾルバー
に指示します。

equalsIgnore

PutItemオペレーションの使用時に条件チェックでエラーが検出された場合、AWS AppSync 
DynamoDB のリゾルバーは DynamoDB に現在ある項目と、書き込もうとした項目とを比較します。
これらが同じ場合、処理は成功として扱われます。equalsIgnore フィールドを使用して、AWS 
AppSync がこの比較を実行する際に無視する属性のリストを指定することができます。たとえ
ば、version唯一の違いが属性だった場合、操作は成功したかのように扱われます。このフィールド
はオプションです。

consistentRead

条件チェックでエラーが検出された場合、強力な整合性のある読み込みを使用して DynamoDBAWS 
AppSync から項目の現在の値を取得します。このフィールドを使用して、結果整合性のある読み込
みを代わりに使用するようAWS AppSync DynamoDB のリゾルバーに指示することができます。この
フィールドはオプションであり、デフォルトは true です。

conditionalCheckFailedHandler

このセクションでは、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーが DynamoDB の現在値と期待値を比
較した後、条件チェックでエラーが検出された場合に、これを処理する方法を指定することができま
す。このセクションはオプションです。省略した場合、デフォルトの処理は Reject です。
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strategy

AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーが DynamoDB の現在値と期待値を比較した後に行う処
理です。このフィールドは必須であり、以下を値を設定できます。
Reject

このミューテーションは失敗し、ミューテーションに関するエラーが返されます。ま
た、DynamoDB のオブジェクトの現在値が GraphQL レスポンスの error セクションの
data フィールドで返されます。

Custom

AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーはカスタムの Lambda 関数を呼び出して、条件
チェックで検出したエラーの処理方法を決定します。strategy が Custom に設定されてい
る場合、lambdaArn フィールドには、呼び出す Lambda 関数の ARN が含まれている必要が
あります。

lambdaArn

AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーが、条件チェックで検出されたエラーを処理する方法を
決定するために呼び出す Lambda 関数の ARN です。このフィールドは、strategy が Custom
に設定されている場合のみ指定する必要があります。この機能の使用方法の詳細については、
「条件チェックでのエラーを処理する (p. 558)」を参照してください。

状態チェック失敗の処理
デフォルトでは、条件チェックでエラーが検出されると、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーは、
ミューテーションに関するエラーを返すとともに、GraphQLerror レスポンスのdataセクションの
フィールドで DynamoDB のオブジェクトの現在値を返します。ただし、AWS AppSync DynamoDB のリ
ゾルバーにより追加の機能を提供して、一般的なエッジケースを開発者が処理することもできます。

• AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーにより、DynamoDB の現在値が必要な結果と一致すると判断で
きる場合、処理は成功として扱われます。

• エラーを返す代わりに、リゾルバーを設定してカスタムの Lambda 関数を呼び出し、AWS AppSync 
DynamoDB のリゾルバーがエラーを処理する方法を決定することができます。

このプロセスのフローチャートは次のとおりです。

希望する結果を確認しています

条件チェックでエラーが検出されると、リゾルバーはGetItem DynamoDB リクエストを実行
し、DynamoDB から項目の現在値を取得します。AWS AppSync デフォルトでは、強力な整合性のある
読み込みを使用しますが、condition ブロックの consistentRead フィールドを使用してこれを設定
し、この値を期待した結果と比較することができます。

• PutItem処理では、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーは、equalsIgnore比較からリストされ
た以外の属性について、現在値と書き込もうとした値を比較します。項目が同じ場合は、処理は成功と
して扱われ、DynamoDB から取得された項目が返されます。それ以外の場合は、設定された処理に従い
ます。

たとえば、PutItem リクエストマッピングドキュメントが以下のようになっているとします。

{ 
   "version" : "2017-02-28", 
   "operation" : "PutItem", 
   "key" : { 
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      "id" : { "S" : "1" } 
   }, 
   "attributeValues" : { 
      "name" : { "S" : "Steve" }, 
      "version" : { "N" : 2 } 
   }, 
   "condition" : { 
      "expression" : "version = :expectedVersion", 
      "expressionValues" : { 
          ":expectedVersion" : { "N" : 1 } 
      }, 
      "equalsIgnore": [ "version" ] 
   }
}

現在、DynamoDB にある項目は以下のようになりました。

{ 
   "id" : { "S" : "1" }, 
   "name" : { "S" : "Steve" }, 
   "version" : { "N" : 8 }
}

この場合、のAWS AppSync DynamoDB リゾルバーは書き込もうとした項目を現在の値と比較
し、versionフィールドのみ異なっていることを検出します。ただし、versionフィールドは無視する
よう設定されているため、処理は成功として扱われ、DynamoDB から取得された項目が返されます。

• DeleteItem処理では、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーは項目が DynamoDB から返されたこ
とを確認します。項目が返されなかった場合、処理は成功として扱われます。それ以外の場合は、設定
された処理に従います。

• UpdateItem処理では、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーには、DynamoDB に現在ある項目が期
待した結果と一致するかどうかを判定するための十分な情報がないため、設定された処理に従います。

DynamoDB のオブジェクトの現在の状態が期待した結果と異なる場合、AWS AppSync DynamoDB のリゾ
ルバーは設定された処理に従い、ミューテーションを拒否するか、Lambda 関数を呼び出して次の処理を
決定します。

「拒否」戦略に従う
Rejectこの処理に従う場合、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーは、ミューテーションに関するエ
ラーを返すとともに、GraphQLerror レスポンスのdataセクションのフィールドで DynamoDB のオブ
ジェクトの現在値を返します。DynamoDB から返された項目がレスポンスマッピングテンプレートにより
入力され、クライアントが期待する形式に変換されます。また、選択設定によりフィルタ処理も行われま
す。

たとえば、次のミューテーションリクエストが指定されたとします。

mutation { 
    updatePerson(id: 1, name: "Steve", expectedVersion: 1) { 
        Name 
        theVersion 
    }
}

DynamoDB から返された項目が以下のようになっているとします。

{ 
   "id" : { "S" : "1" }, 
   "name" : { "S" : "Steve" }, 
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   "version" : { "N" : 8 }
}

また、レスポンスマッピングテンプレートは以下のようになっているとします。

{ 
   "id" : $util.toJson($context.result.id), 
   "Name" : $util.toJson($context.result.name), 
   "theVersion" : $util.toJson($context.result.version)
}

GraphQL レスポンスは以下のようになります。

{ 
  "data": null, 
  "errors": [ 
    { 
      "message": "The conditional request failed (Service: AmazonDynamoDBv2; 
 Status Code: 400; Error Code: ConditionalCheckFailedException; Request ID: 
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
      "errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException", 
      "data": { 
        "Name": "Steve", 
        "theVersion": 8 
      }, 
      ... 
    } 
  ]
}

また、返されたオブジェクトのフィールドすべてが他のリゾルバーによって入力され、そのミューテー
ションが成功した場合、オブジェクトが error セクションに返されたときに、それらのフィールドは解決
されません。

「カスタム」戦略に従う

Customこの戦略に従う場合、AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーは Lambda 関数を呼び出して、以
下の処理を決定します。Lambda 関数は以下のオプションのいずれかを選択します。

• reject ミューテーションです。これを指定すると、リゾルバーは設定された戦略がそうされたも
のとして処理しReject、前のセクションで説明したように、ミューテーションに関するエラーと 
DynamoDB のオブジェクトの現在値を返します。AWS AppSync

• discard ミューテーションです。これを指定すると、AWS AppSync リゾルバーは条件チェックで検出
されたエラーを通知することなく無視し、DynamoDB の値を返します。

• retry ミューテーションです。これを指定すると、AWS AppSync DynamoDB リゾルバーは新しいリク
エストマッピングドキュメントを使用してミューテーションを再試行します。

Lambda 呼び出しリクエスト

AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーはで指定された Lambda 関数を呼び出しますlambdaArn。ま
た、データソースに設定されたものと同じ service-role-arn を使用します。呼び出しのペイロードは
以下の構造を持ちます。

{ 
    "arguments": { ... }, 
    "requestMapping": {... }, 
    "currentValue": { ... }, 
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    "resolver": { ... }, 
    "identity": { ... }
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

arguments

GraphQL ミューテーションの引数です。これは、$context.arguments のリクエストマッピングド
キュメントで使用できる引数と同じです。

requestMapping

この処理のリクエストマッピングドキュメントです。
currentValue

DynamoDB のオブジェクトの現在値。
resolver

AWS AppSync のリゾルバーに関する情報です。
identity

呼び出し元に関する情報です。これは、$context.identity のリクエストマッピングドキュメント
で使用できる識別情報と同じです。

完全なペイロードの例を次に示します。

{ 
    "arguments": { 
        "id": "1", 
        "name": "Steve", 
        "expectedVersion": 1 
    }, 
    "requestMapping": { 
        "version" : "2017-02-28", 
        "operation" : "PutItem", 
        "key" : { 
           "id" : { "S" : "1" } 
        }, 
        "attributeValues" : { 
           "name" : { "S" : "Steve" }, 
           "version" : { "N" : 2 } 
        }, 
        "condition" : { 
           "expression" : "version = :expectedVersion", 
           "expressionValues" : { 
               ":expectedVersion" : { "N" : 1 } 
           }, 
           "equalsIgnore": [ "version" ] 
        } 
    }, 
    "currentValue": { 
        "id" : { "S" : "1" }, 
        "name" : { "S" : "Steve" }, 
        "version" : { "N" : 8 } 
    }, 
    "resolver": { 
        "tableName": "People", 
        "awsRegion": "us-west-2", 
        "parentType": "Mutation", 
        "field": "updatePerson", 
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        "outputType": "Person" 
    }, 
    "identity": { 
        "accountId": "123456789012", 
        "sourceIp": "x.x.x.x", 
        "user": "AIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA", 
        "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/appsync" 
    }
}

Lambda 呼び出しレスポンス

Lambda 関数は、呼び出しペイロードを確認し、任意のビジネスロジックを適用して、AWS AppSync 
DynamoDB のリゾルバーがエラーを処理する方法を決定することができます。条件チェックで検出された
エラーを処理するために、以下の 3 つのオプションが指定できます。

• reject ミューテーションです。このオプションのレスポンスペイロードは次の構造を持ちます。

{ 
    "action": "reject"
}

これを指定すると、AWS AppSync DynamoDBReject リゾルバーは設定された戦略がそうされたもの
として処理し、上記のセクションで説明したように、ミューテーションに関するエラーと DynamoDB 
のオブジェクトの現在値を返します。

• discard ミューテーションです。このオプションのレスポンスペイロードは次の構造を持ちます。

{ 
    "action": "discard"
}

これを指定すると、AWS AppSync リゾルバーは条件チェックで検出されたエラーを通知することなく
無視し、DynamoDB の値を返します。

• retry ミューテーションです。このオプションのレスポンスペイロードは次の構造を持ちます。

{ 
    "action": "retry", 
    "retryMapping": { ... }
}

これを指定すると、AWS AppSync DynamoDB リゾルバーは新しいリクエストマッピングドキュメント
を使用してミューテーションを再試行します。retryMapping セクションの構造は DynamoDB の処理
によって異なり、その処理の完全なリクエストマッピングドキュメントのサブセットとなります。

PutItem の場合、retryMapping セクションは次の構造を持ちます。attributeValuesこのフィー
ルドの説明については、を参照してくださいPutItem (p. 516)。

{ 
    "attributeValues": { ... }, 
    "condition": { 
        "equalsIgnore" = [ ... ], 
        "consistentRead" = true 
    }
}

UpdateItem の場合、retryMapping セクションは次の構造を持ちます。updateセクションの説明に
ついては、を参照してくださいUpdateItem (p. 518)。
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{ 
    "update" : { 
        "expression" : "someExpression" 
        "expressionNames" : { 
            "#foo" : "foo" 
        }, 
        "expressionValues" : { 
            ":bar" : ... typed value 
        } 
    }, 
    "condition": { 
        "consistentRead" = true 
    }
}

DeleteItem の場合、retryMapping セクションは次の構造を持ちます。

{ 
    "condition": { 
        "consistentRead" = true 
    }
}

使用する別の処理やキーを指定する方法はありません。AWS AppSync DynamoDB のリゾルバーは、
同じオブジェクトに対する同じ処理の再試行のみが可能です。また、condition セクションでは
conditionalCheckFailedHandler は指定できません。再試行が失敗した場合、AWS AppSync 
DynamoDBReject のリゾルバーは戦略に従います。

以下は、失敗した PutItem リクエストを処理する Lambda 関数の例です。ビジネスロジックは呼び出し
元を調べます。呼び出し元が jeffTheAdmin の場合は、リクエストを再試行して、現在 DynamoDB にあ
る項目の version と expectedVersion を更新します。それ以外の場合は、ミューテーションを拒否し
ます。

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log("Event: "+ JSON.stringify(event)); 

    // Business logic goes here. 

    var response; 
    if ( event.identity.user == "jeffTheAdmin" ) { 
        response = { 
            "action" : "retry", 
            "retryMapping" : { 
                "attributeValues" : event.requestMapping.attributeValues, 
                "condition" : { 
                    "expression" : event.requestMapping.condition.expression, 
                    "expressionValues" : event.requestMapping.condition.expressionValues 
                } 
            } 
        } 
        response.retryMapping.attributeValues.version = { "N" : 
 event.currentValue.version.N + 1 } 
        response.retryMapping.condition.expressionValues[':expectedVersion'] = 
 event.currentValue.version 

    } else { 
        response = { "action" : "reject" } 
    } 

    console.log("Response: "+ JSON.stringify(response)) 
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    callback(null, response)
};

トランザクションの条件式
トランザクション条件式は、TransactWriteItems の 4 つのタイプのオペレーション 
(PutItem、DeleteItem、UpdateItem、ConditionCheck) すべてに対応するリクエストマッピングテ
ンプレートで使用できます。

PutItem、DeleteItem、およびの場合UpdateItem、トランザクション条件式はオプションです。につ
いてはConditionCheck、トランザクション条件式が必要です。

例 1
次のトランザクション DeleteItem マッピングドキュメントには条件式がありません。その結
果、DynamoDB の項目が削除されます。

{ 
   "version": "2018-05-29", 
   "operation": "TransactWriteItems", 
   "transactItems": [ 
      { 
         "table": "posts", 
         "operation": "DeleteItem", 
         "key": { 
            "id": { "S" : "1" } 
         } 
      } 
   ]
}

例 2
DeleteItem以下のトランザクションマッピングドキュメントにはトランザクション条件式があります。
これを指定すると、その投稿の作成者が特定の名前と等しい場合のみ処理が成功します。

{ 
   "version": "2018-05-29", 
   "operation": "TransactWriteItems", 
   "transactItems": [ 
      { 
         "table": "posts", 
         "operation": "DeleteItem", 
         "key": { 
            "id": { "S" : "1" } 
         } 
         "condition": { 
            "expression": "author = :author", 
            "expressionValues": { 
               ":author": { "S" : "Chunyan" } 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

条件チェックが失敗すると、TransactionCanceledException が発生し、エラーの詳細が
$ctx.result.cancellationReasons で返されます。デフォルトでは、条件チェックの失敗となった 
DynamoDB の古い項目は返されます$ctx.result.cancellationReasons。
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条件を指定する
PutItem、UpdateItem、および DeleteItem の各リクエストマッピングドキュメントはすべて、
オプションで condition セクションが指定できます。省略した場合、条件チェックは実行されませ
ん。指定した場合、処理が成功するには、条件が true となる必要があります。ConditionCheck で
は、condition セクションを指定する必要があります。トランザクション全体が成功するためには、条
件が true でなければなりません。

condition セクションは以下の構造を持ちます。

"condition": { 
    "expression": "someExpression", 
    "expressionNames": { 
        "#foo": "foo" 
    }, 
    "expressionValues": { 
        ":bar": ... typed value 
    }, 
    "returnValuesOnConditionCheckFailure": false
}

以下のフィールドに条件を指定します。

expression

更新式そのものを指定します。条件式を記述する方法の詳細については、「DynamoDB 
ConditionExpressions のドキュメント」を参照してください。このフィールドの指定は必須です。

expressionNames

式の属性名のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは expression で
使用される名前のプレースホルダーに対応し、値は DynamoDB の項目の属性名と一致する文字列で
なければなりません。このフィールドはオプションであり、expression で使用される式の属性名のプ
レースホルダーのみを入力します。

expressionValues

式の属性値のプレースホルダーを示します。キー - 値のペアの形式になります。キーは expression で
使用される値のプレースホルダーに対応し、値は型付き値でなければなりません。「型付き値」を指
定する方法の詳細については、「型システム (リクエストマッピング)」を参照してください。この指
定は必須です。このフィールドはオプションであり、expression で使用される式の属性値のプレース
ホルダーのみを入力します。

returnValuesOnConditionCheckFailure

条件チェックが失敗した場合に、DynamoDB の項目を取得し直すかどうかを指定します。取得された
項目は $ctx.result.cancellationReasons[$index].item にあります。ここで $index は、
条件チェックに失敗したリクエスト項目のインデックスです。この値のデフォルトは true です。

計画
、、GetItem、Scan、TransactGetItemsおよびオペレーションを使用して DynamoDB のオ
ブジェクトを読み取る場合、必要な属性を識別するプロジェクションをオプションで指定できま
す。QueryBatchGetItemプロジェクションの構造は次のようになります。これはフィルターに似ていま
す。

"projection" : { 
    "expression" : "projection expression" 
    "expressionNames" : { 
        "#name" : "name", 
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    }
}

各フィールドの定義は以下のようになります。

expression

プロジェクションエクスプレッション (文字列)。1 つの属性を取得するには、名前を指定します。複
数の属性の場合、名前をカンマで区切った値でなければなりません。プロジェクションエクスプレッ
ションの記述方法の詳細については、DynamoDB プロジェクションエクスプレッションのドキュメン
トを参照してください。このフィールドは必須です。

expressionNames

キーと値のペアの形式でのエクスプレッション属性名のプレースホルダーの代用。キー
は、expression で使用される名前のプレースホルダーに対応します。値は、DynamoDB の項目の
属性名に対応する文字列である必要があります。このフィールドはオプションで、expressionで使
用されているエクスプレッション属性名のプレースホルダーの代わりにのみ入力してください。の詳
細についてはexpressionNames、DynamoDB のドキュメントを参照してください。

例 1
次の例は、author属性と DynamoDBid から返される VTL マッピングテンプレートのプロジェクション
セクションです。

"projection" : { 
    "expression" : "#author, id", 
    "expressionNames" : { 
        "#author" : "author" 
    }
}

Tip

GraphQL リクエストセレクションセットには $context.info を使用してアクセスできます。 
selectionSetList。このフィールドでは、必要に応じてプロジェクションエクスプレッションを動
的に構成できます。
Note

QueryScanおよび演算で投影式を使用する場合、selectの値はでなければなりませ
んSPECIFIC_ATTRIBUTES。詳細については、「DynamoDB のドキュメント」を参照してくだ
さい。

RDS のリゾルバーのマッピングテンプレートリ
ファレンス

AWS AppSyncRDS リゾルバーのマッピングテンプレートを使用すると、開発者は SQL クエリを Data 
API for Amazon Aurora Serverless に送信し、これらのクエリの結果を取得できます。

リクエストマッピングテンプレート
RDS リクエストマッピングテンプレートは非常にシンプルです。

{ 
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    "version": "2018-05-29", 
    "statements": [], 
    "variableMap": {}
}

以下に示しているのは、解決済み RDS リクエストマッピングテンプレートの JSON スキーマ表現です。

{ 
    "definitions": {}, 
    "$schema": "https://json-schema.org/draft-07/schema#", 
    "$id": "https://example.com/root.json", 
    "type": "object", 
    "title": "The Root Schema", 
    "required": [ 
        "version", 
        "statements", 
        "variableMap" 
    ], 
    "properties": { 
        "version": { 
            "$id": "#/properties/version", 
            "type": "string", 
            "title": "The Version Schema", 
            "default": "", 
            "examples": [ 
                "2018-05-29" 
            ], 
            "enum": [ 
                "2018-05-29" 
            ], 
            "pattern": "^(.*)$" 
        }, 
        "statements": { 
            "$id": "#/properties/statements", 
            "type": "array", 
            "title": "The Statements Schema", 
            "items": { 
                "$id": "#/properties/statements/items", 
                "type": "string", 
                "title": "The Items Schema", 
                "default": "", 
                "examples": [ 
                    "SELECT * from BOOKS" 
                ], 
                "pattern": "^(.*)$" 
            } 
        }, 
        "variableMap": { 
            "$id": "#/properties/variableMap", 
            "type": "object", 
            "title": "The Variablemap Schema" 
        } 
    }
}

以下は、静的クエリを使用したリクエストマッピングテンプレートの例です。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "statements": [ 
        "select title, isbn13 from BOOKS where author = 'Mark Twain'" 
    ]
}
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バージョン
すべてのリクエストマッピングテンプレートに共通で、バージョンフィールド はテンプレートが使用する
バージョンを定義します。バージョンフィールドは必須です。値「2018-05-29」は、Amazon RDS マッピ
ングテンプレートでサポートされている唯一のバージョンです。

"version": "2018-05-29"

ステートメント
statements 配列は、開発者が提供したクエリのプレースホルダーです。現在、リクエストマッピングテン
プレートごとに最大 2 つのクエリがサポートされています。以下のことが可能です。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "statements": [ 
            $util.toJson("insert into BOOKS VALUES ('$ctx.args.newBook.author', 
 '$ctx.args.newBook.title', '$ctx.args.newBook.ISBN13')"), 
            $util.toJson("select * from BOOKS WHERE isbn13 = '$ctx.args.newBook.isbn13'") 
    ]
}

AWS AppSync リクエストマッピングテンプレートごとに最大 2 つのステートメントがサポートされてい
ます。

VariableMap
variableMap は、SQL ステートメントを短くして読みやすくするために使用できるエイリアスを含むオプ
ションのフィールドです。たとえば、以下のことが可能です。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "statements": [ 
        "insert into BOOKS VALUES (:AUTHOR, :TITLE, :ISBN13)", 
        "select * from BOOKS WHERE isbn13 = :ISBN13" 
    ], 
    "variableMap": { 
        ":AUTHOR": $util.toJson($ctx.args.newBook.author), 
        ":TITLE": $util.toJson($ctx.args.newBook.title), 
        ":ISBN13": $util.toJson($ctx.args.newBook.isbn13) 
    }
}

AWS AppSyncは、変数マップ値を使用して、Amazon Aurora Serverless Data API に送信されるクエリを
生成します。たとえば、AWS AppSync が Amazon RDS に送信する 2 つのクエリは以下のようになります 
(“$ctx.args.newBook.author"='Mark Twain'、"$ctx.args.newBook.title"='Adventures 
of Huckleberry Finn'、"$ctx.args.newBook.isbn13"='978-1948132817' を想定)。

INSERT INTO BOOKS VALUES ('Mark Twain', 'Adventures of Huckleberry Finn', 
 '978-1948132817');

および

SELECT from BOOKS where isbn13='978-1948132817';
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のリゾルバーのマッピングリファレンス 
OpenSearch

AmazonAWS AppSync OpenSearch サービスのリゾルバーにより、GraphQL を使用してアカウントの
既存の OpenSearch サービスドメインに対してデータを保存または取得することが可能になります。
このリゾルバーにより、受信した GraphQL リクエストをサービスリクエストにマッピングし、その後 
OpenSearch Service のレスポンスを GraphQL にマッピングすることができます。 OpenSearch このセ
クションでは、サポートされる OpenSearch Service の処理のマッピングテンプレートについて説明しま
す。

リクエストマッピングテンプレート
OpenSearch ほとんどのサービスリクエストマッピングテンプレートは、いくつかの部分だけが変更され
るという共通の構造になっています。次の例では、postドキュメントの種類が異なり、 OpenSearch そ
の下にインデックスが付けられているサービスドメインに対して検索を実行しますid。検索パラメータは
body セクションで定義され、query フィールドで定義されている多くの一般的なクエリの句を使用しま
す。この例では "Nadia"、または "Bailey"、あるいはその両方を、ドキュメントの author フィール
ドに含むドキュメントを検索します。

{ 
    "version":"2017-02-28", 
    "operation":"GET", 
    "path":"/id/post/_search", 
    "params":{ 
        "headers":{}, 
        "queryString":{}, 
        "body":{ 
            "from":0, 
            "size":50, 
            "query" : { 
                "bool" : { 
                    "should" : [ 
                        {"match" : { "author" : "Nadia" }}, 
                        {"match" : { "author" : "Bailey" }} 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
}

レスポンスマッピングテンプレート
他のデータソースと同様に、サービスはレスポンスを、 OpenSearch Service に送信します。AWS 
AppSync これは GraphQL タイプに変換する必要があります。

ほとんどの GraphQL クエリは、_source OpenSearch サービスレスポンスからフィールドを検索
します。検索を実行して個々のドキュメントまたはドキュメントのリストを返すことができるため、 
OpenSearch Service で使用される一般的なレスポンスマッピングテンプレートは 2 つあります。

結果のリスト

[ 
    #foreach($entry in $context.result.hits.hits) 
      #if( $velocityCount > 1 ) , #end 
        $utils.toJson($entry.get("_source")) 
    #end
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]

個別項目

$utils.toJson($context.result.get("_source"))

operation field
(リクエストマッピングテンプレートのみ)

HTTP メソッドまたは動作 (GET、POST、PUT、PUT、HEAD または DELETE) でAWS AppSync 
OpenSearch サービスドメインに送信します。キーと値の両方が文字列である必要があります。

"operation" : "PUT"

path field
(リクエストマッピングテンプレートのみ)

OpenSearch サービスリクエストの送信元の検索パスAWS AppSync。これはオペレーションの HTTP 動作
に対する URL を作成します。キーと値の両方が文字列である必要があります。

"path" : "/indexname/type"

"path" : "/indexname/type/_search"

マッピングテンプレートが評価されると、 OpenSearch このパスはサービスドメインを含む HTTP リクエ
ストの一部として送信されます。たとえば、前の例では次のように変換される可能性があります。

GET https://opensearch-domain-name.REGION.es.amazonaws.com/indexname/type/_search

params field
(リクエストマッピングテンプレートのみ)

検索実行時のアクションを指定するために使用され、一般に、query 値を body 内に設定します。ただし、
レスポンスのフォーマットなど、他のいくつかの機能を設定できます。

• ヘッダ

ヘッダー情報は、キーと値のペアです。キーと値の両方が文字列である必要があります。例:

"headers" : { 
    "Content-Type" : "application/json"
}

Note

AWS AppSync 現在は JSON のみをサポートしていますContent-Type。
• queryString

一般的なオプション (JSON レスポンスのコードフォーマットなど) を指定するキーと値のペア。キーと
値の両方が文字列である必要があります。たとえば、整形表示の JSON を取得する場合は、次を使用し
ます。
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"queryString" : { 
    "pretty" : "true"
}

• body

これは、リクエストの主要部でAWS AppSync OpenSearch サービスドメインに整形表示の検索リクエ
ストを作成できます。キーはオブジェクトで構成される文字列である必要があります。2 つのデモを以
下に示します。

例 1

都市が「seattle」に一致するすべてのドキュメントを返します。

"body":{ 
    "from":0, 
    "size":50, 
    "query" : { 
        "match" : { 
            "city" : "seattle" 
        } 
    }
}

例 2

都市または州が「washington」に一致するすべてのドキュメントを返します。

"body":{ 
    "from":0, 
    "size":50, 
    "query" : { 
        "multi_match" : { 
            "query" : "washington", 
            "fields" : ["city", "state"] 
        } 
    }
}

変数を渡す
(リクエストマッピングテンプレートのみ)

VTL ステートメントの評価の一部として変数を渡すこともできます。たとえば、次のような GraphQL ク
エリがあるとします。

query { 
    searchForState(state: "washington"){ 
        ... 
    }
}

マッピングテンプレートは引数として state をとることができます。

"body":{ 
    "from":0, 
    "size":50, 
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    "query" : { 
        "multi_match" : { 
            "query" : "$context.arguments.state", 
            "fields" : ["city", "state"] 
        } 
    }
}

VTL に含めることができるユーティリティのリストについては、「アクセス要求ヘッダー (p. 472)」を
参照してください。

 Lambda のリゾルバーのマッピングテンプレート
リファレンス

♪AWSAppSync リゾルバマッピングテンプレートAWS Lambdaリクエストをシェイプするには
AWSAppSync は、アカウントに配置された Lambda 関数と、Lambda 関数から Lambda 関数に返
すレスポンスAWSAppSync。マッピングテンプレートを使用して、にヒントを渡すこともできま
す。AWSAppSync は、呼び出されるオペレーションの特性に関して。このセクションでは、サポートされ
る Lambda オペレーションのマッピングテンプレートについて説明します。

リクエストマッピングテンプレート
Lambda リクエストマッピングテンプレートは非常に簡単で、できるだけ多くのコンテキスト情報を 
Lambda 関数に渡すことができます。

{ 
   "version": string, 
   "operation": Invoke|BatchInvoke, 
   "payload": any type
}

以下に示しているのは、解決された Lambda リクエストマッピングテンプレートの JSON スキーマ表現で
す。

{ 
    "definitions": {}, 
    "$schema": "https://json-schema.org/draft-06/schema#", 
    "$id": "https://aws.amazon.com/appsync/request-mapping-template.json", 
    "type": "object", 
    "properties": { 
        "version": { 
            "$id": "/properties/version", 
            "type": "string", 
            "enum": [ 
                "2018-05-29" 
            ], 
            "title": "The Mapping template version.", 
            "default": "2018-05-29" 
        }, 
        "operation": { 
            "$id": "/properties/operation", 
            "type": "string", 
            "enum": [ 
                "Invoke", 
                "BatchInvoke" 
            ], 
            "title": "The Mapping template operation.", 
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            "description": "What operation to execute.", 
            "default": "Invoke" 
        }, 
        "payload": {} 
    }, 
    "required": [ 
        "version", 
        "operation" 
    ], 
    "additionalProperties": false
}

以下に示しているのは、fieldコンテキストの value および GraphQL フィールド引数。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "getPost", 
        "arguments": $util.toJson($context.arguments) 
    }
}

マッピングドキュメント全体は、Lambda 関数に入力として渡されます。これにより、前の例では次のよ
うになります。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "getPost", 
        "arguments": { 
            "id": "postId1" 
        } 
    }
}

バージョン
すべてのリクエストマッピングテンプレートに共通で、version はテンプレートが使用するバージョンを
定義します。version が必要です。

"version": "2018-05-29"

オペレーション
Lambda データソースでは、次の 2 つの操作を定義できます。InvokeそしてBatchInvoke。-Invokeオ
ペレーションは許可しますAWSAppSync では、すべての GraphQL フィールドリゾルバーに対して 
Lambda 関数を呼び出すことを知っています。BatchInvoke指示するAWSAppSync を使用して、現在の 
GraphQL フィールドのリクエストをバッチ処理します。

operation は必須です。

を使用する場合Invokeでは、解決されたリクエストマッピングテンプレートは、Lambda 関数の入力ペイ
ロードと完全に一致します。したがって、次の例では、テンプレートを以下に示します。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
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    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "arguments": $util.toJson($context.arguments) 
    }
}

解決され、次の内容が Lambda 関数に渡されます。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "arguments": { 
            "id": "postId1" 
        } 
    }
}

を使用する場合BatchInvokeでは、バッチ内のすべてのフィールドリゾルバーにマッピングテンプレート
が適用されます。簡潔さのために、AWSAppSync は解決されたすべてのマッピングテンプレートをマージ
しますpayloadマッピングテンプレートに一致する単一オブジェクトの下でリストに値を挿入します。

次のサンプルテンプレートは、マージを示します。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "BatchInvoke", 
    "payload": $util.toJson($context)
}

このテンプレートは、次のマッピングドキュメントに解決されます。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "BatchInvoke", 
    "payload": [ 
        {...}, // context for batch item 1 
        {...}, // context for batch item 2 
        {...}  // context for batch item 3 
    ]
}

ここで payload リストの各要素は、1 回のバッチ項目に対応しています。また、Lambda 関数はリスト形
式のレスポンスを返すことが予期され、次のように、各項目はリクエストで送信された順序になります。

[ 
    { "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null }, // result for batch item 1 
    { "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null }, // result for batch item 2 
    { "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null }  // result for batch item 3
]

operation は必須です。

Payload
payload フィールドは、任意の正しい形式の JSON を Lambda 関数に渡す際に使用するコンテナです。

そのファイルにoperationフィールドは次のように設定されています。BatchInvoke,AWSAppSync は
既存のラップしますpayload値をリストに追加します。
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payload は省略可能です。

レスポンスマッピングテンプレート
他のデータソースと同様に、Lambda 関数はレスポンスを送信します。AWSAppSync は、GraphQL タイ
プに変換する必要があります。

Lambda 関数の結果は、contextVelocity Template Language (VTL) 経由で利用できるオブジェク
ト$context.resultプロパティ。

Lambda 関数のレスポンスの形状と GraphQL タイプの形状が正確に一致する場合は、以下のレスポンス
マッピングテンプレートを使用して、レスポンスを転送できます。

$util.toJson($context.result)

レスポンスマッピングテンプレートに適用される形状の制限や必須フィールドはありません。ただ
し、GraphQL が厳密に型指定されているので、解決されたマッピングテンプレートは予想される 
GraphQL タイプに一致する必要があります。

Lambda 関数のバッチ処理されたレスポンス
operation フィールドが BatchInvoke に設定されている場合、AWS AppSync は Lambda 関数からの
項目のリストを想定します。AWS AppSync で、それぞれの結果を元のリクエスト項目にマッピングする
ためには、レスポンスリストでサイズと順番が一致する必要があります。持っても大丈夫ですnullレスポ
ンスリスト内の項目。$ctx.resultは、 に設定されます。nullしたがって。

ダイレクトLambda リゾルバー
マッピングテンプレートの使用を完全に回避したい場合は、AWS AppSync は、Lambda 関数にデフォ
ルトのペイロードを提供し、GraphQL タイプに対する Lambda 関数のデフォルトの応答を提供できま
す。リクエストテンプレート、レスポンステンプレート、またはどちらを指定しないかを選択できま
す。AWSAppSync はそれに応じて処理します。

ダイレクト Lambda リクエストマッピングテンプレート
リクエストマッピングテンプレートが提供されていない場合、AWSAppSync はContextLambda 関数に
直接オブジェクトをInvokeオペレーション. Context オブジェクトの構造の詳細については、「リゾル
バーのマッピングテンプレートのコンテキストリファレンス (p. 468)」を参照してください。

ダイレクト Lambda レスポンスマッピングテンプレート
レスポンスマッピングテンプレートが提供されていない場合、AWSAppSync は、Lambda 関数のレスポ
ンスの受信時に 2 つの処理のいずれかを実行します。リクエストマッピングテンプレートを指定しなかっ
た場合、またはバージョン「2018-05-29」でリクエストマッピングテンプレートを提供した場合、応答ロ
ジックは次のレスポンスマッピングテンプレートと同じように機能します。

#if($ctx.error) 
     $util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type, $ctx.result) 
 #end 
 $util.toJson($ctx.result)

バージョン「2017-02-28」のテンプレートを提供した場合、応答ロジックは次のレスポンスマッピングテ
ンプレートと同じように機能します。
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$util.toJson($ctx.result)

表面的には、マッピングテンプレートのバイパスは、前の例に示すように、特定のマッピングテンプレー
トを使用する場合と同様に機能します。ただし、裏では、マッピングテンプレートの評価は完全に回避さ
れます。テンプレート評価ステップはバイパスされるため、一部のシナリオでは、評価が必要なレスポン
スマッピングテンプレートを持つ Lambda 関数と比較して、アプリケーションのレスポンスのオーバー
ヘッドとレイテンシーが少なくなる場合があります。

ダイレクト Lambda リゾルバーレスポンスのカスタムエラー処理
カスタム例外を発生させることにより、ダイレクト Lambda リゾルバーが呼び出す Lambda 関数からのエ
ラーレスポンスをカスタマイズできます。次の例では、JavaScript を使用してカスタム例外を作成する方
法を示します。

class CustomException extends Error { 
    constructor(message) { 
        super(message); 
        this.name = "CustomException"; 
    }
} 
  
throw new CustomException("Custom message");

例外が発生すると、errorTypeそしてerrorMessageはnameそしてmessage、それぞれスローされるカ
スタムエラーの。

errorType が UnauthorizedException の場合は、AWS AppSync は、カスタムメッセージの代わり
にデフォルトのメッセージ ("You are not authorized to make this call.") を返します。

以下は、カスタム errorType を示す GraphQL レスポンスの例です。

{ 
  "data": { 
    "query": null 
  }, 
  "errors": [ 
    { 
      "path": [ 
        "query" 
      ], 
      "data": null, 
      "errorType": "CustomException", 
      "errorInfo": null, 
      "locations": [ 
        { 
          "line": 5, 
          "column": 10, 
          "sourceName": null 
        } 
      ], 
      "message": "Custom Message" 
    } 
  ]
}

ダイレクトLambda リゾルバー バッチ処理の有効化
ダイレクト Lambda リゾルバーのバッチ処理は、maxBatchSizeリゾルバーで。メト
リックmaxBatchSizeダイレクト Lambda リゾルバーでは 0 より大きい値に設定されて
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います。AWSAppSync は、リクエストを Lambda 関数にバッチで最大サイズで送信しま
す。maxBatchSize。

の設定maxBatchSizeDirect Lambda リゾルバで 0 にすると、バッチ処理がオフになります。

Lambda リゾルバーでのバッチ処理の仕組みの詳細については、「」高度なユースケース: バッチ処
理 (p. 160)。

リクエストマッピングテンプレート
バッチ処理が有効で、リクエストマッピングテンプレートが提供されていない場合、AWSAppSync がリス
トを送信するContextオブジェクトとしてBatchInvokeLambda 関数に直接操作します。

レスポンスマッピングテンプレート
バッチ処理が有効で、レスポンスマッピングテンプレートが提供されていない場合、応答ロジックは次の
レスポンスマッピングテンプレートと同じです。

#if( $context.result && $context.result.errorMessage ) 
      $utils.error($context.result.errorMessage, $context.result.errorType, 
      $context.result.data)
#else 
      $utils.toJson($context.result.data)
#end

Lambda 関数は、次のリストと同じ順序で結果のリストを返す必要があります。Context送信されたオブ
ジェクト。個々のエラーを返すことは、errorMessageそしてerrorType特定の結果が得られます。リス
トの各結果の形式は次のとおりです。

{ 
   "data" : { ... }, // your data 
   "errorMessage" : { ... }, // optional, if included an error entry is added to the 
 "errors" object in the AppSync response  
   "errorType" : { ... } // optional, the error type
}

Note

結果オブジェクトの他のフィールドは現在無視されます。

Lambda からのエラー処理
Lambda 関数で例外またはエラーをスローすることで、すべての結果に対してエラーを返すことができま
す。バッチリクエストのペイロードリクエストまたはレスポンスのサイズが大きすぎる場合、Lambda は
エラーを返します。その場合、以下を検討する必要があります。maxBatchSizeまたは、レスポンスペイ
ロードのサイズを小さくします。

個々のエラーの処理については、を参照してください。個々のエラーを返す (p. 163)。

サンプル Lambda 関数
以下のスキーマを使用して、のダイレクト Lambda リゾルバーを作成できま
す。Post.relatedPostsフィールドリゾルバを設定してバッチ処理を有効にするmaxBatchSize0 より
大きい場合:

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation
}
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type Query { 
    getPost(id:ID!): Post 
    allPosts: [Post]
}

type Mutation { 
    addPost(id: ID!, author: String!, title: String, content: String, url: String): Post!
}

type Post { 
    id: ID! 
    author: String! 
    title: String 
    content: String 
    url: String 
    ups: Int 
    downs: Int 
    relatedPosts: [Post]
}

次のクエリでは、解決するリクエストのバッチとともに Lambda 関数が呼び出されま
す。relatedPosts:

query getAllPosts { 
  allPosts { 
    id 
    relatedPosts { 
      id 
    } 
  }
}

Lambda 関数の簡単な実装を以下に示します。

const posts = { 
  1: { 
    id: '1', 
    title: 'First book', 
    author: 'Author1', 
    url: 'https://amazon.com/', 
    content: 
      'SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 
 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1', 
    ups: '100', 
    downs: '10', 
  }, 
  2: { 
    id: '2', 
    title: 'Second book', 
    author: 'Author2', 
    url: 'https://amazon.com', 
    content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT', 
    ups: '100', 
    downs: '10', 
  }, 
  3: { id: '3', title: 'Third book', author: 'Author3', url: null, content: null, ups: 
 null, downs: null }, 
  4: { 
    id: '4', 
    title: 'Fourth book', 
    author: 'Author4', 
    url: 'https://www.amazon.com/', 
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    content: 
      'SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 
 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4', 
    ups: '1000', 
    downs: '0', 
  }, 
  5: { 
    id: '5', 
    title: 'Fifth book', 
    author: 'Author5', 
    url: 'https://www.amazon.com/', 
    content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT 
 AUTHOR 5 SAMPLE TEXT', 
    ups: '50', 
    downs: '0', 
  },
}

const relatedPosts = { 
  1: [posts['4']], 
  2: [posts['3'], posts['5']], 
  3: [posts['2'], posts['1']], 
  4: [posts['2'], posts['1']], 
  5: [],
}
exports.handler = async (event) => { 
  console.log('event ->', event) 
  // retrieve the ID of each post 
  const ids = event.map((context) => context.source.id) 
  // fetch the related posts for each post id 
  const related = ids.map((id) => relatedPosts[id]) 

  // return the related posts; or an error if none were found 
  return related.map((r) => { 
    if (r.length > 0) { 
      return { data: r } 
    } else { 
      return { data: null, errorMessage: 'Not found', errorType: 'ERROR' } 
    } 
  })
}

のリゾルバーのマッピングテンプレートリファレン
ス EventBridge

AWS AppSync EventBridge データソースで使用されるリゾルバーマッピングテンプレートを使用すると、
カスタムイベントを Amazon EventBridge バスに送信できます。

リクエストマッピングテンプレート
PutEventsリクエストマッピングテンプレートを使用すると、 EventBridge複数のカスタムイベントをイ
ベントバスに送信できます。 マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

{ 
    "version" : "2018-05-29",  
    "operation" : "PutEvents", 
    "events" : [{}]
}
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以下に示しているのは、のリクエストマッピングテンプレートの例です EventBridge。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "operation": "PutEvents", 
    "events": [{ 
        "source": "com.mycompany.myapp", 
        "detail": { 
            "key1" : "value1", 
            "key2" : "value2" 
        }, 
        "detailType": "myDetailType1" 
    }, 
    { 
        "source": "com.mycompany.myapp", 
        "detail": { 
            "key3" : "value3", 
            "key4" : "value4" 
        }, 
        "detailType": "myDetailType2", 
        "resources" : ["Resource1", "Resource2"], 
        "time" : "2023-01-01T00:30:00.000Z" 
    } 
     
    ]
}

レスポンスマッピングテンプレート
PutEvents操作が成功すると、 EventBridge からの応答が以下に含まれます$ctx.result。

#if($ctx.error) 
  $util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type, $ctx.result)
#end 
  $util.toJson($ctx.result)

PutEventsInternalExceptionsTimeoutsやなどの操作の実行中に発生するエラーは、に表示されま
す$ctx.error。 EventBridgeよくあるエラーの一覧については、EventBridge よくあるエラーリファレン
スをご覧ください。

resultの形式は次のようになります。

{ 
    "Entries" [ 
        { 
            "ErrorCode" : String, 
            "ErrorMessage" : String, 
            "EventId" : String 
        } 
    ], 
    "FailedEntry" : number
}

• エントリー

取り込まれたイベントの結果は、成功したものと失敗したものの両方です。取り込みが成功する
と、EventIDエントリにはが入ります。それ以外の場合は、ErrorCodeErrorMessageとを使用して
エントリの問題を特定できます。

各レコードについて、レスポンス要素のインデックスはリクエスト配列のインデックスと同じです。
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• FailedEntryCount

失敗したエントリーの数。この値は整数として表されます。

の応答の詳細についてはPutEvents、を参照してくださいPutEvents。

サンプルレスポンス1

次の例は、2PutEvents つのイベントが成功した操作です。

{ 
    "Entries" : [  
        { 
            "EventId": "11710aed-b79e-4468-a20b-bb3c0c3b4860" 
        },  
        { 
            "EventId": "d804d26a-88db-4b66-9eaf-9a11c708ae82" 
        } 
    ], 
    "FailedEntryCount" : 0
}

サンプルレスポンス2

次の例は、3 つのイベント (2 つの成功、1 つの失敗)PutEvents を伴う操作です。

{ 
    "Entries" : [  
        { 
            "EventId": "11710aed-b79e-4468-a20b-bb3c0c3b4860" 
        },  
        { 
            "EventId": "d804d26a-88db-4b66-9eaf-9a11c708ae82" 
        }, 
        { 
            "ErrorCode" : "SampleErrorCode", 
            "ErrorMessage" : "Sample Error Message" 
        } 
    ], 
    "FailedEntryCount" : 1
}

PutEvents field
• バージョン

すべてのリクエストマッピングテンプレートに共通でversion、version はテンプレートが使用する
バージョンを定義します。このフィールドは必須です。version2018-05-29 は、 EventBridge マッピン
グテンプレートでサポートされている唯一のバージョンです。

• オペレーション

サポートされている操作はだけですPutEvents。この操作により、カスタムイベントをイベントバスに
追加できます。

• イベント

イベントバスに追加されるイベントの配列。この配列には 1 ～ 10 個のアイテムが割り当てられている
必要があります。

Eventオブジェクトは、次のフィールドを含む有効な JSON オブジェクトです。
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• "source": イベントのソースを定義する文字列。
• "detail": イベントに関する情報を添付するために使用できる JSON オブジェクト。このフィールド

は空の map ({ }) でもかまいません。
• "detailType: イベントのタイプを識別する文字列。
• "resources": イベントにかかわるリソースを識別する JSON 文字列配列。このフィールドは空白の

配列にすることができます。
• "time": 文字列として提供されたイベントのタイムスタンプ。これはRFC3339のタイムスタンプ形式

に従う必要があります。

以下のスニペットは、Event有効なオブジェクトの例です。

例 1

{ 
    "source" : "source1", 
    "detail" : { 
        "key1" : [1,2,3,4], 
        "key2" : "strval" 
    }, 
    "detailType" : "sampleDetailType", 
    "resources" : ["Resouce1", "Resource2"], 
    "time" : "2022-01-10T05:00:10Z"
}

例 2

{ 
    "source" : "source1", 
    "detail" : {}, 
    "detailType" : "sampleDetailType"
}

例 3

{ 
    "source" : "source1", 
    "detail" : { 
        "key1" : 1200 
    }, 
    "detailType" : "sampleDetailType", 
    "resources" : []
}

 None データソースのリゾルバーマッピングテンプ
レートリファレンス

データソースタイプ None で使用されるAWS AppSync リゾルバーマッピングテンプレートは、AWS 
AppSync ローカルオペレーションに対するリクエストの形状を定義できます。

リクエストマッピングテンプレート
マッピングテンプレートはシンプルで、payload フィールド経由で可能な限り多くのコンテキスト情報を
渡すことができます。
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{ 
   "version": string, 
   "payload": any type
}

以下に示しているのは、解決済みリクエストマッピングテンプレートの JSON スキーマ表現です。

{ 
    "definitions": {}, 
    "$schema": "https://json-schema.org/draft-06/schema#", 
    "$id": "https://aws.amazon.com/appsync/request-mapping-template.json", 
    "type": "object", 
    "properties": { 
        "version": { 
            "$id": "/properties/version", 
            "type": "string", 
            "enum": [ 
                "2018-05-29" 
            ], 
            "title": "The Mapping template version.", 
            "default": "2018-05-29" 
        }, 
        "payload": {} 
    }, 
    "required": [ 
        "version" 
    ], 
    "additionalProperties": false
}

以下に示しているのは、VTL コンテキストプロパティ $context.arguments 経由でフィールド引数を渡
すようにした例です。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "payload": $util.toJson($context.arguments)
}

payload フィールドの値は、レスポンスのマッピングテンプレートに転送され、VTL コンテキストプロパ
ティ ($context.result) で使用できます。

次の例では、payload フィールドの値が補間されたものを表します。

{ 
    "id": "postId1"
}

バージョン
すべてのリクエストマッピングテンプレートに共通で、version フィールドはテンプレートが使用する
バージョンを定義します。

version フィールドは必須です。

例:

"version": "2018-05-29"

583



AWS AppSync デベロッパーガイド
Payload

Payload
payload フィールドは、任意の正しい形式の JSON をレスポンスマッピングテンプレートに渡すために
使用できるコンテナです。

payload フィールドはオプションです。

レスポンスマッピングテンプレート
データソースがないため、payload フィールドの値がレスポンスマッピングテンプレートに転送さ
れ、context オブジェクトに設定されます。このオブジェクトは VTL $context.result プロパティ経
由で利用できます。

payload フィールド値の形状と GraphQL タイプの形状が正確に一致する場合、以下のレスポンスマッピ
ングテンプレートを使用して、レスポンスを転送できます。

$util.toJson($context.result)

レスポンスマッピングテンプレートに適用される形状の制限や必須フィールドはありません。ただ
し、GraphQL が厳密に型指定されているので、解決されたマッピングテンプレートは予想される 
GraphQL タイプに一致する必要があります。

 HTTP 対応のリゾルバーのマッピングテンプレー
トリファレンス

AWS AppSync の HTTP リゾルバーマッピングテンプレートを使用すると、AWS AppSync から HTTP エ
ンドポイントにリクエストを送り、HTTP エンドポイントから AWS AppSync にレスポンスを返すこと
ができます。マッピングテンプレートを使用して、呼び出されるオペレーションの特性に関して、AWS 
AppSync にヒントを渡すこともできます。このセクションでは、サポートされる HTTP リゾルバーのマッ
ピングテンプレートについて説明します。

リクエストマッピングテンプレート
{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "method": "PUT|POST|GET|DELETE|PATCH", 
    "params": { 
        "query": Map, 
        "headers": Map, 
        "body": string 
    }, 
    "resourcePath": string
}

HTTP リクエストマッピングテンプレートが解決されると、リクエストマッピングテンプレートの JSON 
スキーマ表現は以下のようになります。

{ 
    "$id": "https://aws.amazon.com/appsync/request-mapping-template.json", 
    "type": "object", 
    "properties": { 
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        "version": { 
        "$id": "/properties/version", 
        "type": "string", 
        "title": "The Version Schema ", 
        "default": "", 
        "examples": [ 
            "2018-05-29" 
        ], 
        "enum": [ 
            "2018-05-29" 
        ] 
        }, 
        "method": { 
        "$id": "/properties/method", 
        "type": "string", 
        "title": "The Method Schema ", 
        "default": "", 
        "examples": [ 
            "PUT|POST|GET|DELETE|PATCH" 
        ], 
        "enum": [ 
            "PUT", 
            "PATCH", 
            "POST", 
            "DELETE", 
            "GET" 
        ] 
        }, 
        "params": { 
        "$id": "/properties/params", 
        "type": "object", 
        "properties": { 
            "query": { 
            "$id": "/properties/params/properties/query", 
            "type": "object" 
            }, 
            "headers": { 
            "$id": "/properties/params/properties/headers", 
            "type": "object" 
            }, 
            "body": { 
            "$id": "/properties/params/properties/body", 
            "type": "string", 
            "title": "The Body Schema ", 
            "default": "", 
            "examples": [ 
                "" 
            ] 
            } 
        } 
        }, 
        "resourcePath": { 
        "$id": "/properties/resourcePath", 
        "type": "string", 
        "title": "The Resourcepath Schema ", 
        "default": "", 
        "examples": [ 
            "" 
        ] 
        } 
    }, 
    "required": [ 
        "version", 
        "method", 
        "resourcePath" 
    ]
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}

以下は、ボディを text/plain とする HTTP POST リクエストの例です。

{ 
    "version": "2018-05-29", 
    "method": "POST", 
    "params": { 
        "headers":{ 
        "Content-Type":"text/plain" 
        }, 
        "body":"this is an example of text body" 
    }, 
    "resourcePath": "/"
}

バージョン
リクエストマッピングテンプレートのみ

テンプレートが使用するバージョンを定義します。version はすべてのリクエストマッピングテンプレー
トに共通であり、必須です。

"version": "2018-05-29"

方法
リクエストマッピングテンプレートのみ

HTTP メソッドまたは動作 (GET、POST、PUT、PATCH または DELETE) で AWS AppSync が HTTP エ
ンドポイントに送信します。

"method": "PUT"

ResourcePath
リクエストマッピングテンプレートのみ

アクセス対象のリソースパスです。リソースパスは、HTTP データソースのエンドポイントと、AWS 
AppSync サービスのリクエスト送信先の URL で構成されます。

"resourcePath": "/v1/users"

マッピングテンプレートが評価されると、このパスは、HTTP エンドポイントが含まれる HTTP リクエス
トの一部として送信されます。たとえば、前の例では次のように変換される可能性があります。

PUT <endpoint>/v1/users

パラメータフィールド
リクエストマッピングテンプレートのみ

検索実行時のアクションを指定するために使用され、一般に、query 値を body 内に設定します。ただし、
レスポンスのフォーマットなど、他のいくつかの機能を設定できます。
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ヘッダ

ヘッダー情報は、キーと値のペアです。キーと値の両方が文字列である必要があります。

例:

"headers" : { 
    "Content-Type" : "application/json"
}

現在サポートされている Content-Type ヘッダーは以下のとおりです。

text/*
application/xml
application/json
application/soap+xml
application/x-amz-json-1.0
application/x-amz-json-1.1
application/vnd.api+json
application/x-ndjson

注意: 次の HTTP ヘッダーを設定することはできません。

HOST
CONNECTION
USER-AGENT
EXPECTATION
TRANSFER_ENCODING
CONTENT_LENGTH

query

一般的なオプション (JSON レスポンスのコードフォーマットなど) を指定するキーと値のペア。キー
と値の両方が文字列である必要があります。次の例では、?type=json としてクエリ文字列を送信す
る方法を示しています。

"query" : { 
    "type" : "json"
}

body

ボディには、設定の際に選択する HTTP リクエストボディが含まれています。リクエストボディは、
コンテンツタイプが charset に指定されている場合を除き、常に UTF-8 でエンコードされた文字列で
す。

"body":"body string"

で認識される証明機関 (CA)AWS AppSyncHTTPS エ
ンドポイントについて

Note

Let's Encryptは、identrustおよびisrgrootx1証明書を通じて受理されます。Let's Encrypt を使用す
る場合、お客様が必要なアクションはありません。
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AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

現時点では、HTTPS を使用する場合、自己署名証明書は HTTP リゾルバーでサポートされていませ
ん。AWSAppSync は HTTPS の SSL/TLS 証明書を解決するときに、次の認証局を認識します。

AWS AppSync の既知のルート証明書

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

digicertassuredidrootca2018 年 4 月 
21 日

05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43

trustcenterclass2caii 2018 年 4 月 
21 日

AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:15:6E

thawtepremiumserverca 2018 年 4 月 
21 日

E0:AB:05:94:20:72:54:93:05:60:62:02:36:70:F7:CD:2E:FC:66:66

cia-crt-g3-02-ca 2016 年 11 
月 23 日

96:4A:BB:A7:BD:DA:FC:97:34:C0:0A:2D:F0:05:98:F7:E6:C6:6F:09

swisssignplatinumg2ca 2018 年 4 月 
21 日

56:E0:FA:C0:3B:8F:18:23:55:18:E5:D3:11:CA:E8:C2:43:31:AB:66

swisssignsilverg2ca 2018 年 4 月 
21 日

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB

thawteserverca 2018 年 4 月 
21 日

9F:AD:91:A6:CE:6A:C6:C5:00:47:C4:4E:C9:D4:A5:0D:92:D8:49:79

equifaxsecureebusinessca12018 年 4 月 
21 日

AE:E6:3D:70:E3:76:FB:C7:3A:EB:B0:A1:C1:D4:C4:7A:A7:40:B3:F4

securetrustca 2018 年 4 月 
21 日

87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:FF:11

utnuserfirstclientauthemailca2018 年 4 月 
21 日

B1:72:B1:A5:6D:95:F9:1F:E5:02:87:E1:4D:37:EA:6A:44:63:76:8A

thawtepersonalfreemailca2018 年 4 月 
21 日

E6:18:83:AE:84:CA:C1:C1:CD:52:AD:E8:E9:25:2B:45:A6:4F:B7:E2

affirmtrustnetworkingca2018 年 4 月 
21 日

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F

entrustevca 2018 年 4 月 
21 日

B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9

utnuserfirsthardwareca 2018 年 4 月 
21 日

04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F9:D7

certumca 2018 年 4 月 
21 日

62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:81:18

addtrustclass1ca 2018 年 4 月 
21 日

CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:94:9D

entrustrootcag2 2018 年 4 月 
21 日

8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:72:D4

equifaxsecureca 2018 年 4 月 
21 日

D2:32:09:AD:23:D3:14:23:21:74:E4:0D:7F:9D:62:13:97:86:63:3A
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AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

quovadisrootca3 2018 年 4 月 
21 日

1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:51:85

quovadisrootca2 2018 年 4 月 
21 日

CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7C:F7

digicertglobalrootg2 2018 年 4 月 
21 日

DF:3C:24:F9:BF:D6:66:76:1B:26:80:73:FE:06:D1:CC:8D:4F:82:A4

digicerthighassuranceevrootca2018 年 4 月 
21 日

5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:DC:25

secomvalicertclass1ca 2018 年 4 月 
21 日

E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E4:8E

equifaxsecureglobalebusinessca12018 年 4 月 
21 日

3A:74:CB:7A:47:DB:70:DE:89:1F:24:35:98:64:B8:2D:82:BD:1A:36

geotrustuniversalca 2018 年 4 月 
21 日

E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:EC:79

deprecateditsecca 2012 年 1 月 
27 日

12:12:0B:03:0E:15:14:54:F4:DD:B3:F5:DE:13:6E:83:5A:29:72:9D

verisignclass3ca 2018 年 4 月 
21 日

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B

thawteprimaryrootcag3 2018 年 4 月 
21 日

F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6B:F2

thawteprimaryrootcag2 2018 年 4 月 
21 日

AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F0:12

deutschetelekomrootca2 2018 年 4 月 
21 日

85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF

buypassclass3ca 2018 年 4 月 
21 日

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57

utnuserfirstobjectca 2018 年 4 月 
21 日

E1:2D:FB:4B:41:D7:D9:C3:2B:30:51:4B:AC:1D:81:D8:38:5E:2D:46

geotrustprimaryca 2018 年 4 月 
21 日

32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96

buypassclass2ca 2018 年 4 月 
21 日

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99

baltimorecodesigningca 2018 年 4 月 
21 日

30:46:D8:C8:88:FF:69:30:C3:4A:FC:CD:49:27:08:7C:60:56:7B:0D

verisignclass1ca 2018 年 4 月 
21 日

CE:6A:64:A3:09:E4:2F:BB:D9:85:1C:45:3E:64:09:EA:E8:7D:60:F1

baltimorecybertrustca 2018 年 4 月 
21 日

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74

starfieldclass2ca 2018 年 4 月 
21 日

AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A
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AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

camerfirmachamberscommerceca2018 年 4 月 
21 日

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1

ttelesecglobalrootclass3ca2018 年 4 月 
21 日

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1

verisignclass3g5ca 2018 年 4 月 
21 日

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5

ttelesecglobalrootclass2ca2018 年 4 月 
21 日

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9

trustcenteruniversalcai2018 年 4 月 
21 日

6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:39:F3

verisignclass3g4ca 2018 年 4 月 
21 日

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A

verisignclass3g3ca 2018 年 4 月 
21 日

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6

xrampglobalca 2018 年 4 月 
21 日

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6

amzninternalrootca 2008 年 12 
月 12 日

A7:B7:F6:15:8A:FF:1E:C8:85:13:38:BC:93:EB:A2:AB:A4:09:EF:06

certplusclass3pprimaryca2018 年 4 月 
21 日

21:6B:2A:29:E6:2A:00:CE:82:01:46:D8:24:41:41:B9:25:11:B2:79

certumtrustednetworkca 2018 年 4 月 
21 日

07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:06:9E

verisignclass3g2ca 2018 年 4 月 
21 日

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:77:0F

globalsignr3ca 2018 年 4 月 
21 日

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD

utndatacorpsgcca 2018 年 4 月 
21 日

58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D6:D4

secomscrootca2 2018 年 4 月 
21 日

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74

gtecybertrustglobalca 2018 年 4 月 
21 日

97:81:79:50:D8:1C:96:70:CC:34:D8:09:CF:79:44:31:36:7E:F4:74

secomscrootca1 2018 年 4 月 
21 日

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7

affirmtrustcommercialca2018 年 4 月 
21 日

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7

trustcenterclass4caii 2018 年 4 月 
21 日

A6:9A:91:FD:05:7F:13:6A:42:63:0B:B1:76:0D:2D:51:12:0C:16:50

verisignuniversalrootca2018 年 4 月 
21 日

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54
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AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

globalsignr2ca 2018 年 4 月 
21 日

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE

certplusclass2primaryca2018 年 4 月 
21 日

74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E2:BB

digicertglobalrootca 2018 年 4 月 
21 日

A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:54:36

globalsignca 2018 年 4 月 
21 日

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C

thawteprimaryrootca 2018 年 4 月 
21 日

91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7B:81

starfieldrootg2ca 2018 年 4 月 
21 日

B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E

geotrustglobalca 2018 年 4 月 
21 日

DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:82:12

soneraclass2ca 2018 年 4 月 
21 日

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27

verisigntsaca 2018 年 4 月 
21 日

20:CE:B1:F0:F5:1C:0E:19:A9:F3:8D:B1:AA:8E:03:8C:AA:7A:C7:01

soneraclass1ca 2018 年 4 月 
21 日

07:47:22:01:99:CE:74:B9:7C:B0:3D:79:B2:64:A2:C8:55:E9:33:FF

quovadisrootca 2018 年 4 月 
21 日

DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:76:C9

affirmtrustpremiumeccca2018 年 4 月 
21 日

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB

starfieldservicesrootg2ca2018 年 4 月 
21 日

92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F

valicertclass2ca 2018 年 4 月 
21 日

31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:FC:A6

comodoaaaca 2018 年 4 月 
21 日

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49

aolrootca2 2018 年 4 月 
21 日

85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:92:84

keynectisrootca 2018 年 4 月 
21 日

9C:61:5C:4D:4D:85:10:3A:53:26:C2:4D:BA:EA:E4:A2:D2:D5:CC:97

addtrustqualifiedca 2018 年 4 月 
21 日

4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8B:CF

aolrootca1 2018 年 4 月 
21 日

39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:56:6A

verisignclass2g3ca 2018 年 4 月 
21 日

61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:63:11
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AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

addtrustexternalca 2018 年 4 月 
21 日

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68

verisignclass2g2ca 2018 年 4 月 
21 日

B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:EC:9D

geotrustprimarycag3 2018 年 4 月 
21 日

03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD

geotrustprimarycag2 2018 年 4 月 
21 日

8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0

swisssigngoldg2ca 2018 年 4 月 
21 日

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61

entrust2048ca 2018 年 4 月 
21 日

50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31

chunghwaepkirootca 2018 年 4 月 
21 日

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0

camerfirmachambersignca2018 年 4 月 
21 日

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C

camerfirmachambersca 2018 年 4 月 
21 日

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C

godaddyclass2ca 2018 年 4 月 
21 日

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4

affirmtrustpremiumca 2018 年 4 月 
21 日

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27

verisignclass1g3ca 2018 年 4 月 
21 日

20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:46:A5

secomevrootca1 2018 年 4 月 
21 日

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D

verisignclass1g2ca 2018 年 4 月 
21 日

27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E5:47

amzninternalinfoseccag32015 年 2 月 
27 日

B9:B1:CA:38:F7:BF:9C:D2:D4:95:E7:B6:5E:75:32:9B:A8:78:2E:F6

cia-crt-g3-01-ca 2016 年 11 
月 23 日

2B:EE:2C:BA:A3:1D:B5:FE:60:40:41:95:08:ED:46:82:39:4D:ED:E2

godaddyrootg2ca 2018 年 4 月 
21 日

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B

digicertassuredidrootca2018 年 4 月 
21 日

05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43

microseceszignorootca20092018 年 4 月 
21 日

89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:31:8E

affirmtrustcommercial 2018 年 4 月 
21 日

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7
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AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

comodoecccertificationauthority2018 年 4 月 
21 日

9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C3:11

cadisigrootr2 2018 年 4 月 
21 日

B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D9:71

swisssignsilvercag2 2018 年 4 月 
21 日

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB

securetrustca 2018 年 4 月 
21 日

87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:FF:11

cadisigrootr1 2018 年 4 月 
21 日

8E:1C:74:F8:A6:20:B9:E5:8A:F4:61:FA:EC:2B:47:56:51:1A:52:C6

accvraiz1 2018 年 4 月 
21 日

93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:64:17

entrustrootcertificationauthority2018 年 4 月 
21 日

B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9

camerfirmaglobalchambersignroot2018 年 4 月 
21 日

33:9B:6B:14:50:24:9B:55:7A:01:87:72:84:D9:E0:2F:C3:D2:D8:E9

dstacescax6 2018 年 4 月 
21 日

40:54:DA:6F:1C:3F:40:74:AC:ED:0F:EC:CD:DB:79:D1:53:FB:90:1D

identrustpublicsectorrootca12018 年 4 月 
21 日

BA:29:41:60:77:98:3F:F4:F3:EF:F2:31:05:3B:2E:EA:6D:4D:45:FD

starfieldrootcertificateauthorityg22018 年 4 月 
21 日

B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E

secureglobalca 2018 年 4 月 
21 日

3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3A:1B

eecertificationcentrerootca2018 年 4 月 
21 日

C9:A8:B9:E7:55:80:5E:58:E3:53:77:A7:25:EB:AF:C3:7B:27:CC:D7

opentrustrootcag3 2018 年 4 月 
21 日

6E:26:64:F3:56:BF:34:55:BF:D1:93:3F:7C:01:DE:D8:13:DA:8A:A6

teliasonerarootcav1 2018 年 4 月 
21 日

43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:82:37

autoridaddecertificacionfirmaprofesionalcifa626340682018 年 4 月 
21 日

AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B6:FA

opentrustrootcag2 2018 年 4 月 
21 日

79:5F:88:60:C5:AB:7C:3D:92:E6:CB:F4:8D:E1:45:CD:11:EF:60:0B

opentrustrootcag1 2018 年 4 月 
21 日

79:91:E8:34:F7:E2:EE:DD:08:95:01:52:E9:55:2D:14:E9:58:D5:7E

globalsigneccrootcar5 2018 年 4 月 
21 日

1F:24:C6:30:CD:A4:18:EF:20:69:FF:AD:4F:DD:5F:46:3A:1B:69:AA

globalsigneccrootcar4 2018 年 4 月 
21 日

69:69:56:2E:40:80:F4:24:A1:E7:19:9F:14:BA:F3:EE:58:AB:6A:BB

593



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

izenpecom 2018 年 4 月 
21 日

2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E9:19

turktrustelektroniksertifikahizmetsaglayicisih52018 年 4 月 
21 日

C4:18:F6:4D:46:D1:DF:00:3D:27:30:13:72:43:A9:12:11:C6:75:FB

gdcatrustauthr5root 2018 年 4 月 
21 日

0F:36:38:5B:81:1A:25:C3:9B:31:4E:83:CA:E9:34:66:70:CC:74:B4

dtrustrootclass3ca220092018 年 4 月 
21 日

58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:00:F0

quovadisrootca3 2018 年 4 月 
21 日

1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:51:85

quovadisrootca2 2018 年 4 月 
21 日

CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7C:F7

geotrustprimarycertificationauthorityg32018 年 4 月 
21 日

03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD

geotrustprimarycertificationauthorityg22018 年 4 月 
21 日

8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0

oistewisekeyglobalrootgbca2018 年 4 月 
21 日

0F:F9:40:76:18:D3:D7:6A:4B:98:F0:A8:35:9E:0C:FD:27:AC:CC:ED

addtrustexternalroot 2018 年 4 月 
21 日

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68

chambersofcommerceroot20082018 年 4 月 
21 日

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C

digicertglobalrootg3 2018 年 4 月 
21 日

7E:04:DE:89:6A:3E:66:6D:00:E6:87:D3:3F:FA:D9:3B:E8:3D:34:9E

comodoaaaservicesroot 2018 年 4 月 
21 日

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49

digicertglobalrootg2 2018 年 4 月 
21 日

DF:3C:24:F9:BF:D6:66:76:1B:26:80:73:FE:06:D1:CC:8D:4F:82:A4

certinomisrootca 2018 年 4 月 
21 日

9D:70:BB:01:A5:A4:A0:18:11:2E:F7:1C:01:B9:32:C5:34:E7:88:A8

oistewisekeyglobalrootgaca2018 年 4 月 
21 日

59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0F:A9

dstrootcax3 2018 年 4 月 
21 日

DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13

certigna 2018 年 4 月 
21 日

B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:94:97

digicerthighassuranceevrootca2018 年 4 月 
21 日

5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:DC:25

soneraclass2rootca 2018 年 4 月 
21 日

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27

594



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

trustcorrootcertca2 2018 年 4 月 
21 日

B8:BE:6D:CB:56:F1:55:B9:63:D4:12:CA:4E:06:34:C7:94:B2:1C:C0

usertrustrsacertificationauthority2018 年 4 月 
21 日

2B:8F:1B:57:33:0D:BB:A2:D0:7A:6C:51:F7:0E:E9:0D:DA:B9:AD:8E

trustcorrootcertca1 2018 年 4 月 
21 日

FF:BD:CD:E7:82:C8:43:5E:3C:6F:26:86:5C:CA:A8:3A:45:5B:C3:0A

geotrustuniversalca 2018 年 4 月 
21 日

E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:EC:79

certsignrootca 2018 年 4 月 
21 日

FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2F:9B

amazonrootca4 2018 年 4 月 
21 日

F6:10:84:07:D6:F8:BB:67:98:0C:C2:E2:44:C2:EB:AE:1C:EF:63:BE

amazonrootca3 2018 年 4 月 
21 日

0D:44:DD:8C:3C:8C:1A:1A:58:75:64:81:E9:0F:2E:2A:FF:B3:D2:6E

amazonrootca2 2018 年 4 月 
21 日

5A:8C:EF:45:D7:A6:98:59:76:7A:8C:8B:44:96:B5:78:CF:47:4B:1A

verisignuniversalrootcertificationauthority2018 年 4 月 
21 日

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54

amazonrootca1 2018 年 4 月 
21 日

8D:A7:F9:65:EC:5E:FC:37:91:0F:1C:6E:59:FD:C1:CC:6A:6E:DE:16

networksolutionscertificateauthority2018 年 4 月 
21 日

74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:DF:CE

thawteprimaryrootcag3 2018 年 4 月 
21 日

F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6B:F2

affirmtrustnetworking 2018 年 4 月 
21 日

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F

thawteprimaryrootcag2 2018 年 4 月 
21 日

AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F0:12

trustcoreca1 2018 年 4 月 
21 日

58:D1:DF:95:95:67:6B:63:C0:F0:5B:1C:17:4D:8B:84:0B:C8:78:BD

deutschetelekomrootca2 2018 年 4 月 
21 日

85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF

godaddyrootcertificateauthorityg22018 年 4 月 
21 日

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B

entrustrootcertificationauthorityec12018 年 4 月 
21 日

20:D8:06:40:DF:9B:25:F5:12:25:3A:11:EA:F7:59:8A:EB:14:B5:47

szafirrootca2 2018 年 4 月 
21 日

E2:52:FA:95:3F:ED:DB:24:60:BD:6E:28:F3:9C:CC:CF:5E:B3:3F:DE

tubitakkamusmsslkoksertifikasisurum12018 年 4 月 
21 日

31:43:64:9B:EC:CE:27:EC:ED:3A:3F:0B:8F:0D:E4:E8:91:DD:EE:CA

595



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

buypassclass3rootca 2018 年 4 月 
21 日

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57

comodorsacertificationauthority2018 年 4 月 
21 日

AF:E5:D2:44:A8:D1:19:42:30:FF:47:9F:E2:F8:97:BB:CD:7A:8C:B4

netlockaranyclassgoldfotanusitvany2018 年 4 月 
21 日

06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:09:91

securitycommunicationrootca22018 年 4 月 
21 日

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74

dtrustrootclass3ca2ev20092018 年 4 月 
21 日

96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:16:83

starfieldclass2ca 2018 年 4 月 
21 日

AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A

pscprocert 2018 年 4 月 
21 日

70:C1:8D:74:B4:28:81:0A:E4:FD:A5:75:D7:01:9F:99:B0:3D:50:74

actalisauthenticationrootca2018 年 4 月 
21 日

F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9C:AC

staatdernederlandenrootcag32018 年 4 月 
21 日

D8:EB:6B:41:51:92:59:E0:F3:E7:85:00:C0:3D:B6:88:97:C9:EE:FC

cfcaevroot 2018 年 4 月 
21 日

E2:B8:29:4B:55:84:AB:6B:58:C2:90:46:6C:AC:3F:B8:39:8F:84:83

digicerttrustedrootg4 2018 年 4 月 
21 日

DD:FB:16:CD:49:31:C9:73:A2:03:7D:3F:C8:3A:4D:7D:77:5D:05:E4

staatdernederlandenrootcag22018 年 4 月 
21 日

59:AF:82:79:91:86:C7:B4:75:07:CB:CF:03:57:46:EB:04:DD:B7:16

securitycommunicationevrootca12018 年 4 月 
21 日

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D

globalsignrootcar3 2018 年 4 月 
21 日

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD

globalsignrootcar2 2018 年 4 月 
21 日

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE

certumtrustednetworkca22018 年 4 月 
21 日

D3:DD:48:3E:2B:BF:4C:05:E8:AF:10:F5:FA:76:26:CF:D3:DC:30:92

acraizfnmtrcm 2018 年 4 月 
21 日

EC:50:35:07:B2:15:C4:95:62:19:E2:A8:9A:5B:42:99:2C:4C:2C:20

hellenicacademicandresearchinstitutionseccrootca20152018 年 4 月 
21 日

9F:F1:71:8D:92:D5:9A:F3:7D:74:97:B4:BC:6F:84:68:0B:BA:B6:66

certplusrootcag2 2018 年 4 月 
21 日

4F:65:8E:1F:E9:06:D8:28:02:E9:54:47:41:C9:54:25:5D:69:CC:1A

twcarootcertificationauthority2018 年 4 月 
21 日

CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:23:48

596



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

twcaglobalrootca 2018 年 4 月 
21 日

9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:AF:65

certplusrootcag1 2018 年 4 月 
21 日

22:FD:D0:B7:FD:A2:4E:0D:AC:49:2C:A0:AC:A6:7B:6A:1F:E3:F7:66

geotrustuniversalca2 2018 年 4 月 
21 日

37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:20:79

baltimorecybertrustroot2018 年 4 月 
21 日

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74

buypassclass2rootca 2018 年 4 月 
21 日

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99

certumtrustednetworkca 2018 年 4 月 
21 日

07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:06:9E

digicertassuredidrootg32018 年 4 月 
21 日

F5:17:A2:4F:9A:48:C6:C9:F8:A2:00:26:9F:DC:0F:48:2C:AB:30:89

digicertassuredidrootg22018 年 4 月 
21 日

A1:4B:48:D9:43:EE:0A:0E:40:90:4F:3C:E0:A4:C0:91:93:51:5D:3F

isrgrootx1 2018 年 4 月 
21 日

CA:BD:2A:79:A1:07:6A:31:F2:1D:25:36:35:CB:03:9D:43:29:A5:E8

entrustnetpremium2048secureserverca2018 年 4 月 
21 日

50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31

certplusclass2primaryca2018 年 4 月 
21 日

74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E2:BB

digicertglobalrootca 2018 年 4 月 
21 日

A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:54:36

entrustrootcertificationauthorityg22018 年 4 月 
21 日

8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:72:D4

starfieldservicesrootcertificateauthorityg22018 年 4 月 
21 日

92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F

thawteprimaryrootca 2018 年 4 月 
21 日

91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7B:81

atostrustedroot2011 2018 年 4 月 
21 日

2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:AC:21

geotrustglobalca 2018 年 4 月 
21 日

DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:82:12

luxtrustglobalroot2 2018 年 4 月 
21 日

1E:0E:56:19:0A:D1:8B:25:98:B2:04:44:FF:66:8A:04:17:99:5F:3F

etugracertificationauthority2018 年 4 月 
21 日

51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:52:39

visaecommerceroot 2018 年 4 月 
21 日

70:17:9B:86:8C:00:A4:FA:60:91:52:22:3F:9F:3E:32:BD:E0:05:62

597



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

quovadisrootca 2018 年 4 月 
21 日

DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:76:C9

identrustcommercialrootca12018 年 4 月 
21 日

DF:71:7E:AA:4A:D9:4E:C9:55:84:99:60:2D:48:DE:5F:BC:F0:3A:25

staatdernederlandenevrootca2018 年 4 月 
21 日

76:E2:7E:C1:4F:DB:82:C1:C0:A6:75:B5:05:BE:3D:29:B4:ED:DB:BB

ttelesecglobalrootclass32018 年 4 月 
21 日

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1

ttelesecglobalrootclass22018 年 4 月 
21 日

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9

comodocertificationauthority2018 年 4 月 
21 日

66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:EF:7B

securitycommunicationrootca2018 年 4 月 
21 日

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7

quovadisrootca3g3 2018 年 4 月 
21 日

48:12:BD:92:3C:A8:C4:39:06:E7:30:6D:27:96:E6:A4:CF:22:2E:7D

xrampglobalcaroot 2018 年 4 月 
21 日

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6

securesignrootca11 2018 年 4 月 
21 日

3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:11:B3

affirmtrustpremium 2018 年 4 月 
21 日

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27

globalsignrootca 2018 年 4 月 
21 日

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C

swisssigngoldcag2 2018 年 4 月 
21 日

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61

quovadisrootca2g3 2018 年 4 月 
21 日

09:3C:61:F3:8B:8B:DC:7D:55:DF:75:38:02:05:00:E1:25:F5:C8:36

affirmtrustpremiumecc 2018 年 4 月 
21 日

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB

geotrustprimarycertificationauthority2018 年 4 月 
21 日

32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96

quovadisrootca1g3 2018 年 4 月 
21 日

1B:8E:EA:57:96:29:1A:C9:39:EA:B8:0A:81:1A:73:73:C0:93:79:67

hongkongpostrootca1 2018 年 4 月 
21 日

D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8A:58

usertrustecccertificationauthority2018 年 4 月 
21 日

D1:CB:CA:5D:B2:D5:2A:7F:69:3B:67:4D:E5:F0:5A:1D:0C:95:7D:F0

cybertrustglobalroot 2018 年 4 月 
21 日

5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:34:C6

598



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

godaddyclass2ca 2018 年 4 月 
21 日

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4

hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca20152018 年 4 月 
21 日

01:0C:06:95:A6:98:19:14:FF:BF:5F:C6:B0:B6:95:EA:29:E9:12:A6

ecacc 2018 年 4 月 
21 日

28:90:3A:63:5B:52:80:FA:E6:77:4C:0B:6D:A7:D6:BA:A6:4A:F2:E8

hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca20112018 年 4 月 
21 日

FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:22:4D

verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg52018 年 4 月 
21 日

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5

verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg42018 年 4 月 
21 日

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A

verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg32018 年 4 月 
21 日

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6

trustisfpsrootca 2018 年 4 月 
21 日

3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C0:04

epkirootcertificationauthority2018 年 4 月 
21 日

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0

globalchambersignroot20082018 年 4 月 
21 日

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C

camerfirmachambersofcommerceroot2018 年 4 月 
21 日

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1

mozillacert81.pem 2014 年 3 月 
13 日

07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:06:9E

mozillacert99.pem 2014 年 3 月 
13 日

F1:7F:6F:B6:31:DC:99:E3:A3:C8:7F:FE:1C:F1:81:10:88:D9:60:33

mozillacert145.pem 2014 年 3 月 
13 日

10:1D:FA:3F:D5:0B:CB:BB:9B:B5:60:0C:19:55:A4:1A:F4:73:3A:04

mozillacert37.pem 2014 年 3 月 
13 日

B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:94:97

mozillacert4.pem 2014 年 3 月 
13 日

E3:92:51:2F:0A:CF:F5:05:DF:F6:DE:06:7F:75:37:E1:65:EA:57:4B

mozillacert70.pem 2014 年 3 月 
13 日

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C

mozillacert88.pem 2014 年 3 月 
13 日

FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:22:4D

mozillacert134.pem 2014 年 3 月 
13 日

70:17:9B:86:8C:00:A4:FA:60:91:52:22:3F:9F:3E:32:BD:E0:05:62

mozillacert26.pem 2014 年 3 月 
13 日

87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:FF:11

599



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert77.pem 2014 年 3 月 
13 日

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6

mozillacert123.pem 2014 年 3 月 
13 日

2A:B6:28:48:5E:78:FB:F3:AD:9E:79:10:DD:6B:DF:99:72:2C:96:E5

mozillacert15.pem 2014 年 3 月 
13 日

74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E2:BB

mozillacert66.pem 2014 年 3 月 
13 日

DD:E1:D2:A9:01:80:2E:1D:87:5E:84:B3:80:7E:4B:B1:FD:99:41:34

mozillacert112.pem 2014 年 3 月 
13 日

43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:82:37

mozillacert55.pem 2014 年 3 月 
13 日

AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F0:12

mozillacert101.pem 2014 年 3 月 
13 日

99:A6:9B:E6:1A:FE:88:6B:4D:2B:82:00:7C:B8:54:FC:31:7E:15:39

mozillacert119.pem 2014 年 3 月 
13 日

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE

mozillacert44.pem 2014 年 3 月 
13 日

5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:34:C6

mozillacert108.pem 2014 年 3 月 
13 日

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C

mozillacert95.pem 2014 年 3 月 
13 日

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57

mozillacert141.pem 2014 年 3 月 
13 日

31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:FC:A6

mozillacert33.pem 2014 年 3 月 
13 日

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D

mozillacert0.pem 2014 年 3 月 
13 日

97:81:79:50:D8:1C:96:70:CC:34:D8:09:CF:79:44:31:36:7E:F4:74

mozillacert84.pem 2014 年 3 月 
13 日

D3:C0:63:F2:19:ED:07:3E:34:AD:5D:75:0B:32:76:29:FF:D5:9A:F2

mozillacert130.pem 2014 年 3 月 
13 日

E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E4:8E

mozillacert148.pem 2014 年 3 月 
13 日

04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F9:D7

mozillacert22.pem 2014 年 3 月 
13 日

32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96

mozillacert7.pem 2014 年 3 月 
13 日

AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A

mozillacert73.pem 2014 年 3 月 
13 日

B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E

600



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert137.pem 2014 年 3 月 
13 日

4A:65:D5:F4:1D:EF:39:B8:B8:90:4A:4A:D3:64:81:33:CF:C7:A1:D1

mozillacert11.pem 2014 年 3 月 
13 日

05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43

mozillacert29.pem 2014 年 3 月 
13 日

74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:DF:CE

mozillacert62.pem 2014 年 3 月 
13 日

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B

mozillacert126.pem 2014 年 3 月 
13 日

25:01:90:19:CF:FB:D9:99:1C:B7:68:25:74:8D:94:5F:30:93:95:42

mozillacert18.pem 2014 年 3 月 
13 日

79:98:A3:08:E1:4D:65:85:E6:C2:1E:15:3A:71:9F:BA:5A:D3:4A:D9

mozillacert51.pem 2014 年 3 月 
13 日

FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2F:9B

mozillacert69.pem 2014 年 3 月 
13 日

2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E9:19

mozillacert115.pem 2014 年 3 月 
13 日

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9

mozillacert40.pem 2014 年 3 月 
13 日

80:25:EF:F4:6E:70:C8:D4:72:24:65:84:FE:40:3B:8A:8D:6A:DB:F5

mozillacert58.pem 2014 年 3 月 
13 日

8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0

mozillacert104.pem 2014 年 3 月 
13 日

4F:99:AA:93:FB:2B:D1:37:26:A1:99:4A:CE:7F:F0:05:F2:93:5D:1E

mozillacert91.pem 2014 年 3 月 
13 日

3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C0:04

mozillacert47.pem 2014 年 3 月 
13 日

1B:4B:39:61:26:27:6B:64:91:A2:68:6D:D7:02:43:21:2D:1F:1D:96

mozillacert80.pem 2014 年 3 月 
13 日

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB

mozillacert98.pem 2014 年 3 月 
13 日

C9:A8:B9:E7:55:80:5E:58:E3:53:77:A7:25:EB:AF:C3:7B:27:CC:D7

mozillacert144.pem 2014 年 3 月 
13 日

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27

mozillacert36.pem 2014 年 3 月 
13 日

23:88:C9:D3:71:CC:9E:96:3D:FF:7D:3C:A7:CE:FC:D6:25:EC:19:0D

mozillacert3.pem 2014 年 3 月 
13 日

87:9F:4B:EE:05:DF:98:58:3B:E3:60:D6:33:E7:0D:3F:FE:98:71:AF

mozillacert87.pem 2014 年 3 月 
13 日

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74

601



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert133.pem 2014 年 3 月 
13 日

85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:92:84

mozillacert25.pem 2014 年 3 月 
13 日

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5

mozillacert76.pem 2014 年 3 月 
13 日

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7

mozillacert122.pem 2014 年 3 月 
13 日

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68

mozillacert14.pem 2014 年 3 月 
13 日

5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:DC:25

mozillacert65.pem 2014 年 3 月 
13 日

69:BD:8C:F4:9C:D3:00:FB:59:2E:17:93:CA:55:6A:F3:EC:AA:35:FB

mozillacert111.pem 2014 年 3 月 
13 日

9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:AF:65

mozillacert129.pem 2014 年 3 月 
13 日

E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:EC:79

mozillacert54.pem 2014 年 3 月 
13 日

03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD

mozillacert100.pem 2014 年 3 月 
13 日

58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:00:F0

mozillacert118.pem 2014 年 3 月 
13 日

7E:78:4A:10:1C:82:65:CC:2D:E1:F1:6D:47:B4:40:CA:D9:0A:19:45

mozillacert151.pem 2014 年 3 月 
13 日

AC:ED:5F:65:53:FD:25:CE:01:5F:1F:7A:48:3B:6A:74:9F:61:78:C6

mozillacert43.pem 2014 年 3 月 
13 日

F9:CD:0E:2C:DA:76:24:C1:8F:BD:F0:F0:AB:B6:45:B8:F7:FE:D5:7A

mozillacert107.pem 2014 年 3 月 
13 日

8E:1C:74:F8:A6:20:B9:E5:8A:F4:61:FA:EC:2B:47:56:51:1A:52:C6

mozillacert94.pem 2014 年 3 月 
13 日

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99

mozillacert140.pem 2014 年 3 月 
13 日

CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7C:F7

mozillacert32.pem 2014 年 3 月 
13 日

60:D6:89:74:B5:C2:65:9E:8A:0F:C1:88:7C:88:D2:46:69:1B:18:2C

mozillacert83.pem 2014 年 3 月 
13 日

A0:73:E5:C5:BD:43:61:0D:86:4C:21:13:0A:85:58:57:CC:9C:EA:46

mozillacert147.pem 2014 年 3 月 
13 日

58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D6:D4

mozillacert21.pem 2014 年 3 月 
13 日

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB

602



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert39.pem 2014 年 3 月 
13 日

AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:15:6E

mozillacert6.pem 2014 年 3 月 
13 日

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4

mozillacert72.pem 2014 年 3 月 
13 日

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B

mozillacert136.pem 2014 年 3 月 
13 日

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49

mozillacert10.pem 2014 年 3 月 
13 日

5F:3A:FC:0A:8B:64:F6:86:67:34:74:DF:7E:A9:A2:FE:F9:FA:7A:51

mozillacert28.pem 2014 年 3 月 
13 日

66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:EF:7B

mozillacert61.pem 2014 年 3 月 
13 日

E0:B4:32:2E:B2:F6:A5:68:B6:54:53:84:48:18:4A:50:36:87:43:84

mozillacert79.pem 2014 年 3 月 
13 日

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27

mozillacert125.pem 2014 年 3 月 
13 日

B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9

mozillacert17.pem 2014 年 3 月 
13 日

40:54:DA:6F:1C:3F:40:74:AC:ED:0F:EC:CD:DB:79:D1:53:FB:90:1D

mozillacert50.pem 2014 年 3 月 
13 日

8C:96:BA:EB:DD:2B:07:07:48:EE:30:32:66:A0:F3:98:6E:7C:AE:58

mozillacert68.pem 2014 年 3 月 
13 日

AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B6:FA

mozillacert114.pem 2014 年 3 月 
13 日

51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:52:39

mozillacert57.pem 2014 年 3 月 
13 日

D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8A:58

mozillacert103.pem 2014 年 3 月 
13 日

70:C1:8D:74:B4:28:81:0A:E4:FD:A5:75:D7:01:9F:99:B0:3D:50:74

mozillacert90.pem 2014 年 3 月 
13 日

F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9C:AC

mozillacert46.pem 2014 年 3 月 
13 日

40:9D:4B:D9:17:B5:5C:27:B6:9B:64:CB:98:22:44:0D:CD:09:B8:89

mozillacert97.pem 2014 年 3 月 
13 日

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:77:0F

mozillacert143.pem 2014 年 3 月 
13 日

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7

mozillacert35.pem 2014 年 3 月 
13 日

2A:C8:D5:8B:57:CE:BF:2F:49:AF:F2:FC:76:8F:51:14:62:90:7A:41

603



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert2.pem 2014 年 3 月 
13 日

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A

mozillacert86.pem 2014 年 3 月 
13 日

74:2C:31:92:E6:07:E4:24:EB:45:49:54:2B:E1:BB:C5:3E:61:74:E2

mozillacert132.pem 2014 年 3 月 
13 日

39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:56:6A

mozillacert24.pem 2014 年 3 月 
13 日

59:AF:82:79:91:86:C7:B4:75:07:CB:CF:03:57:46:EB:04:DD:B7:16

mozillacert9.pem 2014 年 3 月 
13 日

F4:8B:11:BF:DE:AB:BE:94:54:20:71:E6:41:DE:6B:BE:88:2B:40:B9

mozillacert75.pem 2014 年 3 月 
13 日

D2:32:09:AD:23:D3:14:23:21:74:E4:0D:7F:9D:62:13:97:86:63:3A

mozillacert121.pem 2014 年 3 月 
13 日

CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:94:9D

mozillacert139.pem 2014 年 3 月 
13 日

DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:76:C9

mozillacert13.pem 2014 年 3 月 
13 日

06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:09:91

mozillacert64.pem 2014 年 3 月 
13 日

62:7F:8D:78:27:65:63:99:D2:7D:7F:90:44:C9:FE:B3:F3:3E:FA:9A

mozillacert110.pem 2014 年 3 月 
13 日

93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:64:17

mozillacert128.pem 2014 年 3 月 
13 日

A9:E9:78:08:14:37:58:88:F2:05:19:B0:6D:2B:0D:2B:60:16:90:7D

mozillacert53.pem 2014 年 3 月 
13 日

7F:8A:B0:CF:D0:51:87:6A:66:F3:36:0F:47:C8:8D:8C:D3:35:FC:74

mozillacert117.pem 2014 年 3 月 
13 日

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74

mozillacert150.pem 2014 年 3 月 
13 日

33:9B:6B:14:50:24:9B:55:7A:01:87:72:84:D9:E0:2F:C3:D2:D8:E9

mozillacert42.pem 2014 年 3 月 
13 日

85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF

mozillacert106.pem 2014 年 3 月 
13 日

E7:A1:90:29:D3:D5:52:DC:0D:0F:C6:92:D3:EA:88:0D:15:2E:1A:6B

mozillacert93.pem 2014 年 3 月 
13 日

31:F1:FD:68:22:63:20:EE:C6:3B:3F:9D:EA:4A:3E:53:7C:7C:39:17

mozillacert31.pem 2014 年 3 月 
13 日

9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C3:11

mozillacert49.pem 2014 年 3 月 
13 日

61:57:3A:11:DF:0E:D8:7E:D5:92:65:22:EA:D0:56:D7:44:B3:23:71

604



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert82.pem 2014 年 3 月 
13 日

2E:14:DA:EC:28:F0:FA:1E:8E:38:9A:4E:AB:EB:26:C0:0A:D3:83:C3

mozillacert146.pem 2014 年 3 月 
13 日

21:FC:BD:8E:7F:6C:AF:05:1B:D1:B3:43:EC:A8:E7:61:47:F2:0F:8A

mozillacert20.pem 2014 年 3 月 
13 日

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61

mozillacert38.pem 2014 年 3 月 
13 日

CB:A1:C5:F8:B0:E3:5E:B8:B9:45:12:D3:F9:34:A2:E9:06:10:D3:36

mozillacert5.pem 2014 年 3 月 
13 日

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6

mozillacert71.pem 2014 年 3 月 
13 日

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C

mozillacert89.pem 2014 年 3 月 
13 日

C8:EC:8C:87:92:69:CB:4B:AB:39:E9:8D:7E:57:67:F3:14:95:73:9D

mozillacert135.pem 2014 年 3 月 
13 日

62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:81:18

mozillacert27.pem 2014 年 3 月 
13 日

3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3A:1B

mozillacert60.pem 2014 年 3 月 
13 日

3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:11:B3

mozillacert78.pem 2014 年 3 月 
13 日

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F

mozillacert124.pem 2014 年 3 月 
13 日

4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8B:CF

mozillacert16.pem 2014 年 3 月 
13 日

DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13

mozillacert67.pem 2014 年 3 月 
13 日

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD

mozillacert113.pem 2014 年 3 月 
13 日

50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31

mozillacert56.pem 2014 年 3 月 
13 日

F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6B:F2

mozillacert102.pem 2014 年 3 月 
13 日

96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:16:83

mozillacert45.pem 2014 年 3 月 
13 日

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0

mozillacert109.pem 2014 年 3 月 
13 日

B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D9:71

mozillacert96.pem 2014 年 3 月 
13 日

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1

605



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert142.pem 2014 年 3 月 
13 日

1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:51:85

mozillacert34.pem 2014 年 3 月 
13 日

59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0F:A9

mozillacert1.pem 2014 年 3 月 
13 日

23:E5:94:94:51:95:F2:41:48:03:B4:D5:64:D2:A3:A3:F5:D8:8B:8C

mozillacert85.pem 2014 年 3 月 
13 日

CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:23:48

mozillacert131.pem 2014 年 3 月 
13 日

37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:20:79

mozillacert149.pem 2014 年 3 月 
13 日

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1

mozillacert23.pem 2014 年 3 月 
13 日

91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7B:81

mozillacert8.pem 2014 年 3 月 
13 日

3E:2B:F7:F2:03:1B:96:F3:8C:E6:C4:D8:A8:5D:3E:2D:58:47:6A:0F

mozillacert74.pem 2014 年 3 月 
13 日

92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F

mozillacert120.pem 2014 年 3 月 
13 日

DA:40:18:8B:91:89:A3:ED:EE:AE:DA:97:FE:2F:9D:F5:B7:D1:8A:41

mozillacert138.pem 2014 年 3 月 
13 日

E1:9F:E3:0E:8B:84:60:9E:80:9B:17:0D:72:A8:C5:BA:6E:14:09:BD

mozillacert12.pem 2014 年 3 月 
13 日

A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:54:36

mozillacert63.pem 2014 年 3 月 
13 日

89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:31:8E

mozillacert127.pem 2014 年 3 月 
13 日

DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:82:12

mozillacert19.pem 2014 年 3 月 
13 日

B4:35:D4:E1:11:9D:1C:66:90:A7:49:EB:B3:94:BD:63:7B:A7:82:B7

mozillacert52.pem 2014 年 3 月 
13 日

8B:AF:4C:9B:1D:F0:2A:92:F7:DA:12:8E:B9:1B:AC:F4:98:60:4B:6F

mozillacert116.pem 2014 年 3 月 
13 日

2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:AC:21

mozillacert41.pem 2014 年 3 月 
13 日

6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:39:F3

mozillacert59.pem 2014 年 3 月 
13 日

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54

mozillacert105.pem 2014 年 3 月 
13 日

77:47:4F:C6:30:E4:0F:4C:47:64:3F:84:BA:B8:C6:95:4A:8A:41:EC

606



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert92.pem 2014 年 3 月 
13 日

A3:F1:33:3F:E2:42:BF:CF:C5:D1:4E:8F:39:42:98:40:68:10:D1:A0

mozillacert30.pem 2014 年 3 月 
13 日

E7:B4:F6:9D:61:EC:90:69:DB:7E:90:A7:40:1A:3C:F4:7D:4F:E8:EE

mozillacert48.pem 2014 年 3 月 
13 日

A0:A1:AB:90:C9:FC:84:7B:3B:12:61:E8:97:7D:5F:D3:22:61:D3:CC

verisignc4g2.pem 2014 年 3 月 
20 日

0B:77:BE:BB:CB:7A:A2:47:05:DE:CC:0F:BD:6A:02:FC:7A:BD:9B:52

verisignc2g3.pem 2014 年 3 月 
20 日

61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:63:11

verisignc1g6.pem 2014 年 12 
月 31 日

51:7F:61:1E:29:91:6B:53:82:FB:72:E7:44:D9:8D:C3:CC:53:6D:64

verisignc2g2.pem 2014 年 3 月 
20 日

B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:EC:9D

verisignroot.pem 2014 年 3 月 
20 日

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54

verisignc2g1.pem 2014 年 3 月 
20 日

67:82:AA:E0:ED:EE:E2:1A:58:39:D3:C0:CD:14:68:0A:4F:60:14:2A

verisignc3g5.pem 2014 年 3 月 
20 日

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5

verisignc1g3.pem 2014 年 3 月 
20 日

20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:46:A5

verisignc3g4.pem 2014 年 3 月 
20 日

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A

verisignc1g2.pem 2014 年 3 月 
20 日

27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E5:47

verisignc3g3.pem 2014 年 3 月 
20 日

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6

verisignc1g1.pem 2014 年 3 月 
20 日

90:AE:A2:69:85:FF:14:80:4C:43:49:52:EC:E9:60:84:77:AF:55:6F

verisignc3g2.pem 2014 年 3 月 
20 日

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:77:0F

verisignc3g1.pem 2014 年 3 月 
20 日

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B

verisignc2g6.pem 2014 年 12 
月 31 日

40:B3:31:A0:E9:BF:E8:55:BC:39:93:CA:70:4F:4E:C2:51:D4:1D:8F

verisignc4g3.pem 2014 年 3 月 
20 日

C8:EC:8C:87:92:69:CB:4B:AB:39:E9:8D:7E:57:67:F3:14:95:73:9D

gdroot-g2.pem 2014 年 12
月 31 日

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B

607



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

gd-class2-root.pem 2014 年 12 
月 31 日

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4

gd_bundle-g2.pem 2014 年 12 
月 31 日

27:AC:93:69:FA:F2:52:07:BB:26:27:CE:FA:CC:BE:4E:F9:C3:19:B8

dstacescax6 2018 年 6 月 
18 日

40:54:DA:6F:1C:3F:40:74:AC:ED:0F:EC:CD:DB:79:D1:53:FB:90:1D

gd_bundle-g2.pem 2018 年 6 月 
18 日

27:AC:93:69:FA:F2:52:07:BB:26:27:CE:FA:CC:BE:4E:F9:C3:19:B8

verisignc4g3.pem 2018 年 6 月 
18 日

C8:EC:8C:87:92:69:CB:4B:AB:39:E9:8D:7E:57:67:F3:14:95:73:9D

swisssignplatinumg2ca 2018 年 4 月 
21 日

56:E0:FA:C0:3B:8F:18:23:55:18:E5:D3:11:CA:E8:C2:43:31:AB:66

geotrustprimarycertificationauthorityg32018 年 6 月 
18 日

03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD

geotrustprimarycertificationauthorityg22018 年 6 月 
18 日

8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0

buypassclass2rootca 2018 年 6 月 
18 日

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99

camerfirmachambersofcommerceroot2018 年 6 月 
18 日

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1

mozillacert20.pem 2018 年 6 月 
18 日

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61

mozillacert12.pem 2018 年 6 月 
18 日

A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:54:36

mozillacert90.pem 2018 年 6 月 
18 日

F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9C:AC

mozillacert82.pem 2018 年 6 月 
18 日

2E:14:DA:EC:28:F0:FA:1E:8E:38:9A:4E:AB:EB:26:C0:0A:D3:83:C3

mozillacert140.pem 2018 年 6 月 
18 日

CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7C:F7

mozillacert74.pem 2018 年 6 月 
18 日

92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F

mozillacert132.pem 2018 年 6 月 
18 日

39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:56:6A

mozillacert66.pem 2018 年 6 月 
18 日

DD:E1:D2:A9:01:80:2E:1D:87:5E:84:B3:80:7E:4B:B1:FD:99:41:34

mozillacert124.pem 2018 年 6 月 
18 日

4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8B:CF

mozillacert58.pem 2018 年 6 月 
18 日

8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0

608



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

securitycommunicationrootca22018 年 6 月 
18 日

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74

mozillacert116.pem 2018 年 6 月 
18 日

2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:AC:21

mozillacert108.pem 2018 年 6 月 
18 日

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C

certigna 2018 年 6 月 
18 日

B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:94:97

mozillacert3.pem 2018 年 6 月 
18 日

87:9F:4B:EE:05:DF:98:58:3B:E3:60:D6:33:E7:0D:3F:FE:98:71:AF

verisignc1g1.pem 2018 年 6 月 
18 日

90:AE:A2:69:85:FF:14:80:4C:43:49:52:EC:E9:60:84:77:AF:55:6F

verisignc4g2.pem 2018 年 6 月 
18 日

0B:77:BE:BB:CB:7A:A2:47:05:DE:CC:0F:BD:6A:02:FC:7A:BD:9B:52

deutschetelekomrootca2 2018 年 6 月 
18 日

85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF

starfieldrootg2ca 2018 年 4 月 
21 日

B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E

comodoecccertificationauthority2018 年 6 月 
18 日

9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C3:11

digicertglobalrootg3 2018 年 6 月 
18 日

7E:04:DE:89:6A:3E:66:6D:00:E6:87:D3:3F:FA:D9:3B:E8:3D:34:9E

digicertglobalrootg2 2018 年 6 月 
18 日

DF:3C:24:F9:BF:D6:66:76:1B:26:80:73:FE:06:D1:CC:8D:4F:82:A4

mozillacert11.pem 2018 年 6 月 
18 日

05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43

mozillacert81.pem 2018 年 6 月 
18 日

07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:06:9E

mozillacert73.pem 2018 年 6 月 
18 日

B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E

szafirrootca2 2018 年 6 月 
18 日

E2:52:FA:95:3F:ED:DB:24:60:BD:6E:28:F3:9C:CC:CF:5E:B3:3F:DE

mozillacert131.pem 2018 年 6 月 
18 日

37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:20:79

ecacc 2018 年 6 月 
18 日

28:90:3A:63:5B:52:80:FA:E6:77:4C:0B:6D:A7:D6:BA:A6:4A:F2:E8

mozillacert65.pem 2018 年 6 月 
18 日

69:BD:8C:F4:9C:D3:00:FB:59:2E:17:93:CA:55:6A:F3:EC:AA:35:FB

turktrustelektroniksertifikahizmetsaglayicisih52018 年 6 月 
18 日

C4:18:F6:4D:46:D1:DF:00:3D:27:30:13:72:43:A9:12:11:C6:75:FB

609



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert123.pem 2018 年 6 月 
18 日

2A:B6:28:48:5E:78:FB:F3:AD:9E:79:10:DD:6B:DF:99:72:2C:96:E5

mozillacert57.pem 2018 年 6 月 
18 日

D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8A:58

mozillacert115.pem 2018 年 6 月 
18 日

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9

mozillacert49.pem 2018 年 6 月 
18 日

61:57:3A:11:DF:0E:D8:7E:D5:92:65:22:EA:D0:56:D7:44:B3:23:71

mozillacert107.pem 2018 年 6 月 
18 日

8E:1C:74:F8:A6:20:B9:E5:8A:F4:61:FA:EC:2B:47:56:51:1A:52:C6

verisignclass3g4ca 2018 年 4 月 
21 日

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A

securetrustca 2018 年 6 月 
18 日

87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:FF:11

mozillacert2.pem 2018 年 6 月 
18 日

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A

buypassclass2ca 2018 年 4 月 
21 日

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99

secomscrootca2 2018 年 4 月 
21 日

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74

secomscrootca1 2018 年 4 月 
21 日

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7

trustisfpsrootca 2018 年 6 月 
18 日

3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C0:04

hongkongpostrootca1 2018 年 6 月 
18 日

D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8A:58

certsignrootca 2018 年 6 月 
18 日

FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2F:9B

geotrustprimaryca 2018 年 4 月 
21 日

32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96

twcaglobalrootca 2018 年 6 月 
18 日

9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:AF:65

camerfirmachambersca 2018 年 4 月 
21 日

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C

mozillacert10.pem 2018 年 6 月 
18 日

5F:3A:FC:0A:8B:64:F6:86:67:34:74:DF:7E:A9:A2:FE:F9:FA:7A:51

mozillacert80.pem 2018 年 6 月 
18 日

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB

mozillacert72.pem 2018 年 6 月 
18 日

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B

610



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

comodoaaaca 2018 年 4 月 
21 日

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49

mozillacert130.pem 2018 年 6 月 
18 日

E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E4:8E

mozillacert64.pem 2018 年 6 月 
18 日

62:7F:8D:78:27:65:63:99:D2:7D:7F:90:44:C9:FE:B3:F3:3E:FA:9A

mozillacert122.pem 2018 年 6 月 
18 日

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68

mozillacert56.pem 2018 年 6 月 
18 日

F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6B:F2

equifaxsecureebusinessca12018 年 4 月 
21 日

AE:E6:3D:70:E3:76:FB:C7:3A:EB:B0:A1:C1:D4:C4:7A:A7:40:B3:F4

camerfirmachambersignca2018 年 4 月 
21 日

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C

mozillacert114.pem 2018 年 6 月 
18 日

51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:52:39

mozillacert48.pem 2018 年 6 月 
18 日

A0:A1:AB:90:C9:FC:84:7B:3B:12:61:E8:97:7D:5F:D3:22:61:D3:CC

pscprocert 2018 年 6 月 
18 日

70:C1:8D:74:B4:28:81:0A:E4:FD:A5:75:D7:01:9F:99:B0:3D:50:74

mozillacert106.pem 2018 年 6 月 
18 日

E7:A1:90:29:D3:D5:52:DC:0D:0F:C6:92:D3:EA:88:0D:15:2E:1A:6B

mozillacert1.pem 2018 年 6 月 
18 日

23:E5:94:94:51:95:F2:41:48:03:B4:D5:64:D2:A3:A3:F5:D8:8B:8C

eecertificationcentrerootca2018 年 6 月 
18 日

C9:A8:B9:E7:55:80:5E:58:E3:53:77:A7:25:EB:AF:C3:7B:27:CC:D7

digicertglobalrootca 2018 年 6 月 
18 日

A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:54:36

thawteprimaryrootcag3 2018 年 6 月 
18 日

F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6B:F2

thawteprimaryrootcag2 2018 年 6 月 
18 日

AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F0:12

entrustrootcertificationauthorityec12018 年 6 月 
18 日

20:D8:06:40:DF:9B:25:F5:12:25:3A:11:EA:F7:59:8A:EB:14:B5:47

valicertclass2ca 2018 年 4 月 
21 日

31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:FC:A6

globalchambersignroot20082018 年 6 月 
18 日

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C

amazonrootca4 2018 年 6 月 
18 日

F6:10:84:07:D6:F8:BB:67:98:0C:C2:E2:44:C2:EB:AE:1C:EF:63:BE

611



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

gd-class2-root.pem 2018 年 6 月 
18 日

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4

amazonrootca3 2018 年 6 月 
18 日

0D:44:DD:8C:3C:8C:1A:1A:58:75:64:81:E9:0F:2E:2A:FF:B3:D2:6E

amazonrootca2 2018 年 6 月 
18 日

5A:8C:EF:45:D7:A6:98:59:76:7A:8C:8B:44:96:B5:78:CF:47:4B:1A

securitycommunicationrootca2018 年 6 月 
18 日

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7

amazonrootca1 2018 年 6 月 
18 日

8D:A7:F9:65:EC:5E:FC:37:91:0F:1C:6E:59:FD:C1:CC:6A:6E:DE:16

acraizfnmtrcm 2018 年 6 月 
18 日

EC:50:35:07:B2:15:C4:95:62:19:E2:A8:9A:5B:42:99:2C:4C:2C:20

quovadisrootca3g3 2018 年 6 月 
18 日

48:12:BD:92:3C:A8:C4:39:06:E7:30:6D:27:96:E6:A4:CF:22:2E:7D

certplusrootcag2 2018 年 6 月 
18 日

4F:65:8E:1F:E9:06:D8:28:02:E9:54:47:41:C9:54:25:5D:69:CC:1A

certplusrootcag1 2018 年 6 月 
18 日

22:FD:D0:B7:FD:A2:4E:0D:AC:49:2C:A0:AC:A6:7B:6A:1F:E3:F7:66

mozillacert71.pem 2018 年 6 月 
18 日

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C

mozillacert63.pem 2018 年 6 月 
18 日

89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:31:8E

mozillacert121.pem 2018 年 6 月 
18 日

CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:94:9D

ttelesecglobalrootclass3ca2018 年 4 月 
21 日

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1

mozillacert55.pem 2018 年 6 月 
18 日

AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F0:12

mozillacert113.pem 2018 年 6 月 
18 日

50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31

baltimorecybertrustca 2018 年 4 月 
21 日

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74

mozillacert47.pem 2018 年 6 月 
18 日

1B:4B:39:61:26:27:6B:64:91:A2:68:6D:D7:02:43:21:2D:1F:1D:96

mozillacert105.pem 2018 年 6 月 
18 日

77:47:4F:C6:30:E4:0F:4C:47:64:3F:84:BA:B8:C6:95:4A:8A:41:EC

mozillacert39.pem 2018 年 6 月 
18 日

AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:15:6E

usertrustecccertificationauthority2018 年 6 月 
18 日

D1:CB:CA:5D:B2:D5:2A:7F:69:3B:67:4D:E5:F0:5A:1D:0C:95:7D:F0

612



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert0.pem 2018 年 6 月 
18 日

97:81:79:50:D8:1C:96:70:CC:34:D8:09:CF:79:44:31:36:7E:F4:74

securitycommunicationevrootca12018 年 6 月 
18 日

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D

verisignc3g5.pem 2018 年 6 月 
18 日

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5

globalsignr3ca 2018 年 4 月 
21 日

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD

trustcoreca1 2018 年 6 月 
18 日

58:D1:DF:95:95:67:6B:63:C0:F0:5B:1C:17:4D:8B:84:0B:C8:78:BD

equifaxsecureglobalebusinessca12018 年 4 月 
21 日

3A:74:CB:7A:47:DB:70:DE:89:1F:24:35:98:64:B8:2D:82:BD:1A:36

geotrustuniversalca 2018 年 6 月 
18 日

E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:EC:79

affirmtrustpremiumca 2018 年 4 月 
21 日

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27

staatdernederlandenrootcag32018 年 6 月 
18 日

D8:EB:6B:41:51:92:59:E0:F3:E7:85:00:C0:3D:B6:88:97:C9:EE:FC

staatdernederlandenrootcag22018 年 6 月 
18 日

59:AF:82:79:91:86:C7:B4:75:07:CB:CF:03:57:46:EB:04:DD:B7:16

mozillacert70.pem 2018 年 6 月 
18 日

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C

secomevrootca1 2018 年 4 月 
21 日

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D

geotrustglobalca 2018 年 6 月 
18 日

DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:82:12

mozillacert62.pem 2018 年 6 月 
18 日

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B

mozillacert120.pem 2018 年 6 月 
18 日

DA:40:18:8B:91:89:A3:ED:EE:AE:DA:97:FE:2F:9D:F5:B7:D1:8A:41

mozillacert54.pem 2018 年 6 月 
18 日

03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD

mozillacert112.pem 2018 年 6 月 
18 日

43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:82:37

mozillacert46.pem 2018 年 6 月 
18 日

40:9D:4B:D9:17:B5:5C:27:B6:9B:64:CB:98:22:44:0D:CD:09:B8:89

swisssigngoldcag2 2018 年 6 月 
18 日

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61

mozillacert104.pem 2018 年 6 月 
18 日

4F:99:AA:93:FB:2B:D1:37:26:A1:99:4A:CE:7F:F0:05:F2:93:5D:1E

613



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert38.pem 2018 年 6 月 
18 日

CB:A1:C5:F8:B0:E3:5E:B8:B9:45:12:D3:F9:34:A2:E9:06:10:D3:36

certplusclass3pprimaryca2018 年 4 月 
21 日

21:6B:2A:29:E6:2A:00:CE:82:01:46:D8:24:41:41:B9:25:11:B2:79

entrustrootcertificationauthorityg22018 年 6 月 
18 日

8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:72:D4

godaddyrootg2ca 2018 年 4 月 
21 日

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B

cfcaevroot 2018 年 6 月 
18 日

E2:B8:29:4B:55:84:AB:6B:58:C2:90:46:6C:AC:3F:B8:39:8F:84:83

verisignc3g4.pem 2018 年 6 月 
18 日

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A

geotrustuniversalca2 2018 年 6 月 
18 日

37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:20:79

starfieldservicesrootg2ca2018 年 4 月 
21 日

92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F

digicerthighassuranceevrootca2018 年 6 月 
18 日

5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:DC:25

entrustnetpremium2048secureserverca2018 年 6 月 
18 日

50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31

camerfirmaglobalchambersignroot2018 年 6 月 
18 日

33:9B:6B:14:50:24:9B:55:7A:01:87:72:84:D9:E0:2F:C3:D2:D8:E9

verisignclass3g3ca 2018 年 4 月 
21 日

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6

godaddyclass2ca 2018 年 6 月 
18 日

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4

mozillacert61.pem 2018 年 6 月 
18 日

E0:B4:32:2E:B2:F6:A5:68:B6:54:53:84:48:18:4A:50:36:87:43:84

mozillacert53.pem 2018 年 6 月 
18 日

7F:8A:B0:CF:D0:51:87:6A:66:F3:36:0F:47:C8:8D:8C:D3:35:FC:74

atostrustedroot2011 2018 年 6 月 
18 日

2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:AC:21

mozillacert111.pem 2018 年 6 月 
18 日

9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:AF:65

staatdernederlandenevrootca2018 年 6 月 
18 日

76:E2:7E:C1:4F:DB:82:C1:C0:A6:75:B5:05:BE:3D:29:B4:ED:DB:BB

mozillacert45.pem 2018 年 6 月 
18 日

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0

mozillacert103.pem 2018 年 6 月 
18 日

70:C1:8D:74:B4:28:81:0A:E4:FD:A5:75:D7:01:9F:99:B0:3D:50:74

614



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert37.pem 2018 年 6 月 
18 日

B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:94:97

mozillacert29.pem 2018 年 6 月 
18 日

74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:DF:CE

izenpecom 2018 年 6 月 
18 日

2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E9:19

comodorsacertificationauthority2018 年 6 月 
18 日

AF:E5:D2:44:A8:D1:19:42:30:FF:47:9F:E2:F8:97:BB:CD:7A:8C:B4

mozillacert99.pem 2018 年 6 月 
18 日

F1:7F:6F:B6:31:DC:99:E3:A3:C8:7F:FE:1C:F1:81:10:88:D9:60:33

mozillacert149.pem 2018 年 6 月 
18 日

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1

utnuserfirstobjectca 2018 年 4 月 
21 日

E1:2D:FB:4B:41:D7:D9:C3:2B:30:51:4B:AC:1D:81:D8:38:5E:2D:46

verisignc3g3.pem 2018 年 6 月 
18 日

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6

dstrootcax3 2018 年 6 月 
18 日

DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13

addtrustexternalroot 2018 年 6 月 
18 日

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68

certumtrustednetworkca 2018 年 6 月 
18 日

07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:06:9E

affirmtrustpremiumecc 2018 年 6 月 
18 日

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB

starfieldclass2ca 2018 年 6 月 
18 日

AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A

actalisauthenticationrootca2018 年 6 月 
18 日

F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9C:AC

verisignclass2g3ca 2018 年 4 月 
21 日

61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:63:11

isrgrootx1 2018 年 6 月 
18 日

CA:BD:2A:79:A1:07:6A:31:F2:1D:25:36:35:CB:03:9D:43:29:A5:E8

godaddyrootcertificateauthorityg22018 年 6 月 
18 日

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B

mozillacert60.pem 2018 年 6 月 
18 日

3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:11:B3

chunghwaepkirootca 2018 年 4 月 
21 日

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0

mozillacert52.pem 2018 年 6 月 
18 日

8B:AF:4C:9B:1D:F0:2A:92:F7:DA:12:8E:B9:1B:AC:F4:98:60:4B:6F

615



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

microseceszignorootca20092018 年 6 月 
18 日

89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:31:8E

securesignrootca11 2018 年 6 月 
18 日

3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:11:B3

mozillacert110.pem 2018 年 6 月 
18 日

93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:64:17

mozillacert44.pem 2018 年 6 月 
18 日

5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:34:C6

mozillacert102.pem 2018 年 6 月 
18 日

96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:16:83

mozillacert36.pem 2018 年 6 月 
18 日

23:88:C9:D3:71:CC:9E:96:3D:FF:7D:3C:A7:CE:FC:D6:25:EC:19:0D

mozillacert28.pem 2018 年 6 月 
18 日

66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:EF:7B

baltimorecybertrustroot2018 年 6 月 
18 日

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74

amzninternalrootca 2008 年 12 
月 12 日

A7:B7:F6:15:8A:FF:1E:C8:85:13:38:BC:93:EB:A2:AB:A4:09:EF:06

mozillacert98.pem 2018 年 6 月 
18 日

C9:A8:B9:E7:55:80:5E:58:E3:53:77:A7:25:EB:AF:C3:7B:27:CC:D7

mozillacert148.pem 2018 年 6 月 
18 日

04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F9:D7

verisignc3g2.pem 2018 年 6 月 
18 日

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:77:0F

quovadisrootca2g3 2018 年 6 月 
18 日

09:3C:61:F3:8B:8B:DC:7D:55:DF:75:38:02:05:00:E1:25:F5:C8:36

geotrustprimarycertificationauthority2018 年 6 月 
18 日

32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96

opentrustrootcag3 2018 年 6 月 
18 日

6E:26:64:F3:56:BF:34:55:BF:D1:93:3F:7C:01:DE:D8:13:DA:8A:A6

opentrustrootcag2 2018 年 6 月 
18 日

79:5F:88:60:C5:AB:7C:3D:92:E6:CB:F4:8D:E1:45:CD:11:EF:60:0B

opentrustrootcag1 2018 年 6 月 
18 日

79:91:E8:34:F7:E2:EE:DD:08:95:01:52:E9:55:2D:14:E9:58:D5:7E

verisignclass3ca 2018 年 4 月 
21 日

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B

globalsignca 2018 年 4 月 
21 日

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C

ttelesecglobalrootclass2ca2018 年 4 月 
21 日

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9

616



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

verisignclass1g3ca 2018 年 4 月 
21 日

20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:46:A5

verisignuniversalrootca2018 年 4 月 
21 日

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54

soneraclass2ca 2018 年 4 月 
21 日

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27

starfieldservicesrootcertificateauthorityg22018 年 6 月 
18 日

92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F

mozillacert51.pem 2018 年 6 月 
18 日

FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2F:9B

mozillacert43.pem 2018 年 6 月 
18 日

F9:CD:0E:2C:DA:76:24:C1:8F:BD:F0:F0:AB:B6:45:B8:F7:FE:D5:7A

mozillacert101.pem 2018 年 6 月 
18 日

99:A6:9B:E6:1A:FE:88:6B:4D:2B:82:00:7C:B8:54:FC:31:7E:15:39

mozillacert35.pem 2018 年 6 月 
18 日

2A:C8:D5:8B:57:CE:BF:2F:49:AF:F2:FC:76:8F:51:14:62:90:7A:41

globalsignr2ca 2018 年 4 月 
21 日

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE

mozillacert27.pem 2018 年 6 月 
18 日

3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3A:1B

affirmtrustpremium 2018 年 6 月 
18 日

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27

mozillacert19.pem 2018 年 6 月 
18 日

B4:35:D4:E1:11:9D:1C:66:90:A7:49:EB:B3:94:BD:63:7B:A7:82:B7

mozillacert97.pem 2018 年 6 月 
18 日

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:77:0F

netlockaranyclassgoldfotanusitvany2018 年 6 月 
18 日

06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:09:91

mozillacert89.pem 2018 年 6 月 
18 日

C8:EC:8C:87:92:69:CB:4B:AB:39:E9:8D:7E:57:67:F3:14:95:73:9D

verisignroot.pem 2018 年 6 月 
18 日

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54

mozillacert147.pem 2018 年 6 月 
18 日

58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D6:D4

aolrootca2 2018 年 4 月 
21 日

85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:92:84

cia-crt-g3-01-ca 2016 年 11 
月 23 日

2B:EE:2C:BA:A3:1D:B5:FE:60:40:41:95:08:ED:46:82:39:4D:ED:E2

aolrootca1 2018 年 4 月 
21 日

39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:56:6A
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AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

verisignc3g1.pem 2018 年 6 月 
18 日

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B

mozillacert139.pem 2018 年 6 月 
18 日

DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:76:C9

soneraclass2rootca 2018 年 6 月 
18 日

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27

swisssignsilverg2ca 2018 年 4 月 
21 日

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB

thawteprimaryrootca 2018 年 6 月 
18 日

91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7B:81

gdcatrustauthr5root 2018 年 6 月 
18 日

0F:36:38:5B:81:1A:25:C3:9B:31:4E:83:CA:E9:34:66:70:CC:74:B4

trustcenterclass4caii 2018 年 4 月 
21 日

A6:9A:91:FD:05:7F:13:6A:42:63:0B:B1:76:0D:2D:51:12:0C:16:50

usertrustrsacertificationauthority2018 年 6 月 
18 日

2B:8F:1B:57:33:0D:BB:A2:D0:7A:6C:51:F7:0E:E9:0D:DA:B9:AD:8E

digicertassuredidrootg32018 年 6 月 
18 日

F5:17:A2:4F:9A:48:C6:C9:F8:A2:00:26:9F:DC:0F:48:2C:AB:30:89

digicertassuredidrootg22018 年 6 月 
18 日

A1:4B:48:D9:43:EE:0A:0E:40:90:4F:3C:E0:A4:C0:91:93:51:5D:3F

mozillacert50.pem 2018 年 6 月 
18 日

8C:96:BA:EB:DD:2B:07:07:48:EE:30:32:66:A0:F3:98:6E:7C:AE:58

mozillacert42.pem 2018 年 6 月 
18 日

85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF

mozillacert100.pem 2018 年 6 月 
18 日

58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:00:F0

mozillacert34.pem 2018 年 6 月 
18 日

59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0F:A9

affirmtrustcommercialca2018 年 4 月 
21 日

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7

mozillacert26.pem 2018 年 6 月 
18 日

87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:FF:11

globalsigneccrootcar5 2018 年 6 月 
18 日

1F:24:C6:30:CD:A4:18:EF:20:69:FF:AD:4F:DD:5F:46:3A:1B:69:AA

globalsigneccrootcar4 2018 年 6 月 
18 日

69:69:56:2E:40:80:F4:24:A1:E7:19:9F:14:BA:F3:EE:58:AB:6A:BB

buypassclass3rootca 2018 年 6 月 
18 日

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57

mozillacert18.pem 2018 年 6 月 
18 日

79:98:A3:08:E1:4D:65:85:E6:C2:1E:15:3A:71:9F:BA:5A:D3:4A:D9

618



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert96.pem 2018 年 6 月 
18 日

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1

verisignc2g6.pem 2018 年 6 月 
18 日

40:B3:31:A0:E9:BF:E8:55:BC:39:93:CA:70:4F:4E:C2:51:D4:1D:8F

secomvalicertclass1ca 2018 年 4 月 
21 日

E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E4:8E

mozillacert88.pem 2018 年 6 月 
18 日

FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:22:4D

accvraiz1 2018 年 6 月 
18 日

93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:64:17

mozillacert146.pem 2018 年 6 月 
18 日

21:FC:BD:8E:7F:6C:AF:05:1B:D1:B3:43:EC:A8:E7:61:47:F2:0F:8A

mozillacert138.pem 2018 年 6 月 
18 日

E1:9F:E3:0E:8B:84:60:9E:80:9B:17:0D:72:A8:C5:BA:6E:14:09:BD

verisignclass3g2ca 2018 年 4 月 
21 日

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:77:0F

dtrustrootclass3ca2ev20092018 年 6 月 
18 日

96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:16:83

xrampglobalca 2018 年 4 月 
21 日

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6

mozillacert9.pem 2018 年 6 月 
18 日

F4:8B:11:BF:DE:AB:BE:94:54:20:71:E6:41:DE:6B:BE:88:2B:40:B9

verisignuniversalrootcertificationauthority2018 年 6 月 
18 日

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54

tubitakkamusmsslkoksertifikasisurum12018 年 6 月 
18 日

31:43:64:9B:EC:CE:27:EC:ED:3A:3F:0B:8F:0D:E4:E8:91:DD:EE:CA

mozillacert41.pem 2018 年 6 月 
18 日

6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:39:F3

mozillacert33.pem 2018 年 6 月 
18 日

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D

mozillacert25.pem 2018 年 6 月 
18 日

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5

mozillacert17.pem 2018 年 6 月 
18 日

40:54:DA:6F:1C:3F:40:74:AC:ED:0F:EC:CD:DB:79:D1:53:FB:90:1D

mozillacert95.pem 2018 年 6 月 
18 日

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57

affirmtrustpremiumeccca2018 年 4 月 
21 日

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB

mozillacert87.pem 2018 年 6 月 
18 日

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74

619



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert145.pem 2018 年 6 月 
18 日

10:1D:FA:3F:D5:0B:CB:BB:9B:B5:60:0C:19:55:A4:1A:F4:73:3A:04

mozillacert79.pem 2018 年 6 月 
18 日

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27

mozillacert137.pem 2018 年 6 月 
18 日

4A:65:D5:F4:1D:EF:39:B8:B8:90:4A:4A:D3:64:81:33:CF:C7:A1:D1

digicertassuredidrootca2018 年 6 月 
18 日

05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43

addtrustqualifiedca 2018 年 4 月 
21 日

4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8B:CF

mozillacert129.pem 2018 年 6 月 
18 日

E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:EC:79

verisignclass2g2ca 2018 年 4 月 
21 日

B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:EC:9D

baltimorecodesigningca 2018 年 4 月 
21 日

30:46:D8:C8:88:FF:69:30:C3:4A:FC:CD:49:27:08:7C:60:56:7B:0D

luxtrustglobalroot2 2018 年 6 月 
18 日

1E:0E:56:19:0A:D1:8B:25:98:B2:04:44:FF:66:8A:04:17:99:5F:3F

visaecommerceroot 2018 年 6 月 
18 日

70:17:9B:86:8C:00:A4:FA:60:91:52:22:3F:9F:3E:32:BD:E0:05:62

oistewisekeyglobalrootgbca2018 年 6 月 
18 日

0F:F9:40:76:18:D3:D7:6A:4B:98:F0:A8:35:9E:0C:FD:27:AC:CC:ED

mozillacert8.pem 2018 年 6 月 
18 日

3E:2B:F7:F2:03:1B:96:F3:8C:E6:C4:D8:A8:5D:3E:2D:58:47:6A:0F

comodocertificationauthority2018 年 6 月 
18 日

66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:EF:7B

cia-crt-g3-02-ca 2016 年 11 
月 23 日

96:4A:BB:A7:BD:DA:FC:97:34:C0:0A:2D:F0:05:98:F7:E6:C6:6F:09

verisignc1g6.pem 2018 年 6 月 
18 日

51:7F:61:1E:29:91:6B:53:82:FB:72:E7:44:D9:8D:C3:CC:53:6D:64

trustcenterclass2caii 2018 年 4 月 
21 日

AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:15:6E

quovadisrootca1g3 2018 年 6 月 
18 日

1B:8E:EA:57:96:29:1A:C9:39:EA:B8:0A:81:1A:73:73:C0:93:79:67

mozillacert40.pem 2018 年 6 月 
18 日

80:25:EF:F4:6E:70:C8:D4:72:24:65:84:FE:40:3B:8A:8D:6A:DB:F5

cadisigrootr2 2018 年 6 月 
18 日

B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D9:71

cadisigrootr1 2018 年 6 月 
18 日

8E:1C:74:F8:A6:20:B9:E5:8A:F4:61:FA:EC:2B:47:56:51:1A:52:C6

620



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert32.pem 2018 年 6 月 
18 日

60:D6:89:74:B5:C2:65:9E:8A:0F:C1:88:7C:88:D2:46:69:1B:18:2C

utndatacorpsgcca 2018 年 4 月 
21 日

58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D6:D4

mozillacert24.pem 2018 年 6 月 
18 日

59:AF:82:79:91:86:C7:B4:75:07:CB:CF:03:57:46:EB:04:DD:B7:16

addtrustclass1ca 2018 年 4 月 
21 日

CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:94:9D

mozillacert16.pem 2018 年 6 月 
18 日

DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13

affirmtrustnetworkingca2018 年 4 月 
21 日

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F

mozillacert94.pem 2018 年 6 月 
18 日

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99

mozillacert86.pem 2018 年 6 月 
18 日

74:2C:31:92:E6:07:E4:24:EB:45:49:54:2B:E1:BB:C5:3E:61:74:E2

mozillacert144.pem 2018 年 6 月 
18 日

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27

mozillacert78.pem 2018 年 6 月 
18 日

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F

mozillacert136.pem 2018 年 6 月 
18 日

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49

mozillacert128.pem 2018 年 6 月 
18 日

A9:E9:78:08:14:37:58:88:F2:05:19:B0:6D:2B:0D:2B:60:16:90:7D

verisignclass1g2ca 2018 年 4 月 
21 日

27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E5:47

hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca20152018 年 6 月 
18 日

01:0C:06:95:A6:98:19:14:FF:BF:5F:C6:B0:B6:95:EA:29:E9:12:A6

soneraclass1ca 2018 年 4 月 
21 日

07:47:22:01:99:CE:74:B9:7C:B0:3D:79:B2:64:A2:C8:55:E9:33:FF

hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca20112018 年 6 月 
18 日

FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:22:4D

certumtrustednetworkca22018 年 6 月 
18 日

D3:DD:48:3E:2B:BF:4C:05:E8:AF:10:F5:FA:76:26:CF:D3:DC:30:92

equifaxsecureca 2018 年 4 月 
21 日

D2:32:09:AD:23:D3:14:23:21:74:E4:0D:7F:9D:62:13:97:86:63:3A

thawteserverca 2018 年 4 月 
21 日

9F:AD:91:A6:CE:6A:C6:C5:00:47:C4:4E:C9:D4:A5:0D:92:D8:49:79

mozillacert7.pem 2018 年 6 月 
18 日

AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A

621



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

affirmtrustnetworking 2018 年 6 月 
18 日

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F

deprecateditsecca 2012 年 1 月 
27 日

12:12:0B:03:0E:15:14:54:F4:DD:B3:F5:DE:13:6E:83:5A:29:72:9D

globalsignrootcar3 2018 年 6 月 
18 日

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD

globalsignrootcar2 2018 年 6 月 
18 日

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE

quovadisrootca 2018 年 6 月 
18 日

DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:76:C9

mozillacert31.pem 2018 年 6 月 
18 日

9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C3:11

entrustrootcertificationauthority2018 年 6 月 
18 日

B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9

mozillacert23.pem 2018 年 6 月 
18 日

91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7B:81

mozillacert15.pem 2018 年 6 月 
18 日

74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E2:BB

verisignc2g3.pem 2018 年 6 月 
18 日

61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:63:11

mozillacert93.pem 2018 年 6 月 
18 日

31:F1:FD:68:22:63:20:EE:C6:3B:3F:9D:EA:4A:3E:53:7C:7C:39:17

mozillacert151.pem 2018 年 6 月 
18 日

AC:ED:5F:65:53:FD:25:CE:01:5F:1F:7A:48:3B:6A:74:9F:61:78:C6

mozillacert85.pem 2018 年 6 月 
18 日

CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:23:48

certplusclass2primaryca2018 年 6 月 
18 日

74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E2:BB

mozillacert143.pem 2018 年 6 月 
18 日

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7

mozillacert77.pem 2018 年 6 月 
18 日

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6

mozillacert135.pem 2018 年 6 月 
18 日

62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:81:18

mozillacert69.pem 2018 年 6 月 
18 日

2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E9:19

mozillacert127.pem 2018 年 6 月 
18 日

DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:82:12

mozillacert119.pem 2018 年 6 月 
18 日

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE

622



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

geotrustprimarycag3 2018 年 4 月 
21 日

03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD

identrustpublicsectorrootca12018 年 6 月 
18 日

BA:29:41:60:77:98:3F:F4:F3:EF:F2:31:05:3B:2E:EA:6D:4D:45:FD

geotrustprimarycag2 2018 年 4 月 
21 日

8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0

trustcorrootcertca2 2018 年 6 月 
18 日

B8:BE:6D:CB:56:F1:55:B9:63:D4:12:CA:4E:06:34:C7:94:B2:1C:C0

mozillacert6.pem 2018 年 6 月 
18 日

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4

trustcorrootcertca1 2018 年 6 月 
18 日

FF:BD:CD:E7:82:C8:43:5E:3C:6F:26:86:5C:CA:A8:3A:45:5B:C3:0A

networksolutionscertificateauthority2018 年 6 月 
18 日

74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:DF:CE

twcarootcertificationauthority2018 年 6 月 
18 日

CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:23:48

addtrustexternalca 2018 年 4 月 
21 日

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68

verisignclass3g5ca 2018 年 4 月 
21 日

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5

autoridaddecertificacionfirmaprofesionalcifa626340682018 年 6 月 
18 日

AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B6:FA

hellenicacademicandresearchinstitutionseccrootca20152018 年 6 月 
18 日

9F:F1:71:8D:92:D5:9A:F3:7D:74:97:B4:BC:6F:84:68:0B:BA:B6:66

verisigntsaca 2018 年 4 月 
21 日

20:CE:B1:F0:F5:1C:0E:19:A9:F3:8D:B1:AA:8E:03:8C:AA:7A:C7:01

utnuserfirsthardwareca 2018 年 4 月 
21 日

04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F9:D7

identrustcommercialrootca12018 年 6 月 
18 日

DF:71:7E:AA:4A:D9:4E:C9:55:84:99:60:2D:48:DE:5F:BC:F0:3A:25

dtrustrootclass3ca220092018 年 6 月 
18 日

58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:00:F0

epkirootcertificationauthority2018 年 6 月 
18 日

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0

mozillacert30.pem 2018 年 6 月 
18 日

E7:B4:F6:9D:61:EC:90:69:DB:7E:90:A7:40:1A:3C:F4:7D:4F:E8:EE

teliasonerarootcav1 2018 年 6 月 
18 日

43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:82:37

buypassclass3ca 2018 年 4 月 
21 日

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57

623



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert22.pem 2018 年 6 月 
18 日

32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96

mozillacert14.pem 2018 年 6 月 
18 日

5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:DC:25

verisignc2g2.pem 2018 年 6 月 
18 日

B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:EC:9D

certumca 2018 年 4 月 
21 日

62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:81:18

mozillacert92.pem 2018 年 6 月 
18 日

A3:F1:33:3F:E2:42:BF:CF:C5:D1:4E:8F:39:42:98:40:68:10:D1:A0

mozillacert150.pem 2018 年 6 月 
18 日

33:9B:6B:14:50:24:9B:55:7A:01:87:72:84:D9:E0:2F:C3:D2:D8:E9

mozillacert84.pem 2018 年 6 月 
18 日

D3:C0:63:F2:19:ED:07:3E:34:AD:5D:75:0B:32:76:29:FF:D5:9A:F2

ttelesecglobalrootclass32018 年 6 月 
18 日

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1

globalsignrootca 2018 年 6 月 
18 日

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C

ttelesecglobalrootclass22018 年 6 月 
18 日

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9

mozillacert142.pem 2018 年 6 月 
18 日

1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:51:85

mozillacert76.pem 2018 年 6 月 
18 日

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7

mozillacert134.pem 2018 年 6 月 
18 日

70:17:9B:86:8C:00:A4:FA:60:91:52:22:3F:9F:3E:32:BD:E0:05:62

mozillacert68.pem 2018 年 6 月 
18 日

AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B6:FA

etugracertificationauthority2018 年 6 月 
18 日

51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:52:39

mozillacert126.pem 2018 年 6 月 
18 日

25:01:90:19:CF:FB:D9:99:1C:B7:68:25:74:8D:94:5F:30:93:95:42

keynectisrootca 2018 年 4 月 
21 日

9C:61:5C:4D:4D:85:10:3A:53:26:C2:4D:BA:EA:E4:A2:D2:D5:CC:97

mozillacert118.pem 2018 年 6 月 
18 日

7E:78:4A:10:1C:82:65:CC:2D:E1:F1:6D:47:B4:40:CA:D9:0A:19:45

quovadisrootca3 2018 年 6 月 
18 日

1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:51:85

quovadisrootca2 2018 年 6 月 
18 日

CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7C:F7

624



AWS AppSync デベロッパーガイド
で認識される証明機関 (CA)AWS 

AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert5.pem 2018 年 6 月 
18 日

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6

verisignc1g3.pem 2018 年 6 月 
18 日

20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:46:A5

cybertrustglobalroot 2018 年 6 月 
18 日

5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:34:C6

amzninternalinfoseccag32015 年 2 月 
27 日

B9:B1:CA:38:F7:BF:9C:D2:D4:95:E7:B6:5E:75:32:9B:A8:78:2E:F6

starfieldrootcertificateauthorityg22018 年 6 月 
18 日

B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E

entrust2048ca 2018 年 4 月 
21 日

50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31

swisssignsilvercag2 2018 年 6 月 
18 日

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB

affirmtrustcommercial 2018 年 6 月 
18 日

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7

certinomisrootca 2018 年 6 月 
18 日

9D:70:BB:01:A5:A4:A0:18:11:2E:F7:1C:01:B9:32:C5:34:E7:88:A8

xrampglobalcaroot 2018 年 6 月 
18 日

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6

secureglobalca 2018 年 6 月 
18 日

3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3A:1B

swisssigngoldg2ca 2018 年 4 月 
21 日

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61

mozillacert21.pem 2018 年 6 月 
18 日

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB

mozillacert13.pem 2018 年 6 月 
18 日

06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:09:91

verisignc2g1.pem 2018 年 6 月 
18 日

67:82:AA:E0:ED:EE:E2:1A:58:39:D3:C0:CD:14:68:0A:4F:60:14:2A

mozillacert91.pem 2018 年 6 月 
18 日

3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C0:04

oistewisekeyglobalrootgaca2018 年 6 月 
18 日

59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0F:A9

mozillacert83.pem 2018 年 6 月 
18 日

A0:73:E5:C5:BD:43:61:0D:86:4C:21:13:0A:85:58:57:CC:9C:EA:46

entrustevca 2018 年 4 月 
21 日

B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9

mozillacert141.pem 2018 年 6 月 
18 日

31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:FC:A6
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AppSyncHTTPS エンドポイントについて

[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

mozillacert75.pem 2018 年 6 月 
18 日

D2:32:09:AD:23:D3:14:23:21:74:E4:0D:7F:9D:62:13:97:86:63:3A

mozillacert133.pem 2018 年 6 月 
18 日

85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:92:84

mozillacert67.pem 2018 年 6 月 
18 日

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD

mozillacert125.pem 2018 年 6 月 
18 日

B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9

mozillacert59.pem 2018 年 6 月 
18 日

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54

thawtepremiumserverca 2018 年 4 月 
21 日

E0:AB:05:94:20:72:54:93:05:60:62:02:36:70:F7:CD:2E:FC:66:66

mozillacert117.pem 2018 年 6 月 
18 日

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74

utnuserfirstclientauthemailca2018 年 4 月 
21 日

B1:72:B1:A5:6D:95:F9:1F:E5:02:87:E1:4D:37:EA:6A:44:63:76:8A

entrustrootcag2 2018 年 4 月 
21 日

8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:72:D4

mozillacert109.pem 2018 年 6 月 
18 日

B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D9:71

digicerttrustedrootg4 2018 年 6 月 
18 日

DD:FB:16:CD:49:31:C9:73:A2:03:7D:3F:C8:3A:4D:7D:77:5D:05:E4

gdroot-g2.pem 2018 年 6 月 
18 日

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B

comodoaaaservicesroot 2018 年 6 月 
18 日

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49

mozillacert4.pem 2018 年 6 月 
18 日

E3:92:51:2F:0A:CF:F5:05:DF:F6:DE:06:7F:75:37:E1:65:EA:57:4B

verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg52018 年 6 月 
18 日

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5

chambersofcommerceroot20082018 年 6 月 
18 日

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C

verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg42018 年 6 月 
18 日

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A

verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg32018 年 6 月 
18 日

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6

thawtepersonalfreemailca2018 年 4 月 
21 日

E6:18:83:AE:84:CA:C1:C1:CD:52:AD:E8:E9:25:2B:45:A6:4F:B7:E2

verisignc1g2.pem 2018 年 6 月 
18 日

27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E5:47
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[Name] (名前) 日付 SHA1 フィンガープリント

gtecybertrustglobalca 2018 年 4 月 
21 日

97:81:79:50:D8:1C:96:70:CC:34:D8:09:CF:79:44:31:36:7E:F4:74

trustcenteruniversalcai2018 年 4 月 
21 日

6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:39:F3

camerfirmachamberscommerceca2018 年 4 月 
21 日

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1

verisignclass1ca 2018 年 4 月 
21 日

CE:6A:64:A3:09:E4:2F:BB:D9:85:1C:45:3E:64:09:EA:E8:7D:60:F1

 リゾルバマッピングテンプレートの変更ログ
リゾルバーと関数のマッピングテンプレートはバージョニングされています。マッピングテンプレートの
バージョン (など)2018-05-29) は以下を指示している。* リクエストテンプレートによって提供される
データソースリクエスト設定の想定される形状。* リクエストマッピングテンプレートとレスポンスマッ
ピングテンプレートの実行動作。

バージョンは YYYY-MM-DD 形式を使用して表され、より後の日付はより新しいバージョンに対応しま
す。このページには、AWS AppSync で現在サポートされているマッピングテンプレートのバージョン間
の違いが一覧表示されます。

トピック
• バージョンごとのデータソースオペレーションの可用性一覧 (p. 627)
• ユニットリゾルバーのマッピングテンプレートのバージョンの変更 (p. 628)
• 関数のバージョンの変更 (p. 629)
• 2018-05-29 (p. 629)
• 2017-02-28 (p. 634)

バージョンごとのデータソースオペレーションの可用
性一覧

オペレーション/サポートされて
いるバージョン

2017-02-28 2018-05-29

AWS Lambda 呼び出し はい はい

AWS Lambda BatchInvoke はい はい

none データソース はい はい

Amazon OpenSearch GET はい はい

Amazon OpenSearch POST はい はい

Amazon OpenSearch PUT はい はい

Amazon OpenSearch DELE はい はい
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テンプレートのバージョンの変更

オペレーション/サポートされて
いるバージョン

2017-02-28 2018-05-29

Amazon OpenSearch GET はい はい

DynamoDB GetItem はい はい

DynamoDB Scan はい はい

DynamoDB Query はい はい

DynamoDB DeleteItem はい はい

DynamoDB PutItem はい はい

DynamoDB BatchGetItem いいえ はい

DynamoDB BatchPutItem いいえ はい

DynamoDB BatchDeleteItem いいえ はい

HTTP いいえ はい

Amazon RDS いいえ はい

注意: のみ2018-05-29関数で現在サポートされているのは version です。

ユニットリゾルバーのマッピングテンプレートのバー
ジョンの変更
ユニットリゾルバーの場合、バージョンはリクエストマッピングテンプレートの本文の一部として指定さ
れています。バージョンを更新するには、version フィールドを新しいバージョンに更新するだけです。

たとえば、AWS Lambda テンプレートのバージョンを更新するには、以下のようにします。

{ 
    "version": "2017-02-28", 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "getPost", 
        "arguments": $utils.toJson($context.arguments) 
    }
}

以下のように version フィールドを 2017-02-28 から 2018-05-29 に更新する必要があります。

{ 
    "version": "2018-05-29", ## Note the version 
    "operation": "Invoke", 
    "payload": { 
        "field": "getPost", 
        "arguments": $utils.toJson($context.arguments) 
    }
}
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関数のバージョンの変更
関数の場合、バージョンは function オブジェクトの functionVersion フィールドとして指定され
ています。バージョンを更新するには、functionVersion を更新するだけです。注意: 現在は、の
み2018-05-29は関数でサポートされています。

以下に示しているのは、既存の関数バージョンを更新する CLI コマンドの例です。

aws appsync update-function \
--api-id REPLACE_WITH_API_ID \
--function-id REPLACE_WITH_FUNCTION_ID \
--data-source-name "PostTable" \
--function-version "2018-05-29" \
--request-mapping-template "{...}" \
--response-mapping-template "\$util.toJson(\$ctx.result)"

注意: 関数のリクエストマッピングテンプレートから version フィールドを省略することをお勧めします。
それにより、このフィールドが優先されなくなります。関数のリクエストマッピングテンプレート内で
バージョンを指定した場合、version の値は functionVersion フィールドの値によって書き換えられま
す。

2018-05-29
動作の変更
• データソースの呼び出しの結果が null の場合は、レスポンスマッピングテンプレートが実行されま

す。
• データソースの呼び出しでエラーが発生した場合、エラーを処理するのはお客様です。レスポンスマッ

ピングテンプレートの評価結果は常に GraphQL レスポンスの data ブロック内に挿入されます。

理由
• null の呼び出し結果には意味があり、アプリケーションのユースケースによっては、null の結果を独

自の方法で処理することが必要になる場合があります。たとえば、アプリケーションで承認チェックを
実行するために、Amazon DynamoDB テーブルにレコードが存在するかどうかを確認するとします。こ
の場合、null の呼び出し結果は、ユーザーが承認されていない可能性があることを意味します。レス
ポンスマッピングテンプレートを実行することで、承認エラーを発生させることが可能になりました。
この動作により、API 設計者はより強力な制御機能を得られます。

以下のレスポンスマッピングテンプレートがあるとします。

$util.toJson($ctx.result)

以前、2017-02-28 では、$ctx.result から null が返された場合、レスポンスマッピングテンプレート
は実行されませんでした。2018-05-29 では、このシナリオを処理できるようになりました。たとえば、
以下のように承認エラーを発生させることが可能です。

# throw an unauthorized error if the result is null
#if ( $util.isNull($ctx.result) ) 
    $util.unauthorized()
#end
$util.toJson($ctx.result)
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注意: データソースから返されるエラーの中には、致命的でないものがあります。そのため、レスポンス
マッピングテンプレートには、呼び出しエラーを処理して、無視するか、再発生させるか、別のエラーを
スローするかを判断する柔軟性が必要です。

以下のレスポンスマッピングテンプレートがあるとします。

$util.toJson($ctx.result)

以前、2017-02-28 では、呼び出しエラーが発生した場合にレスポンスマッピングテンプレートが評価
され、結果は GraphQL レスポンスの errors ブロックに自動的に挿入されていました。2018-05-29 で
は、エラーをどう処理するか、再発生させるか、別のエラーを発生させるか、またはデータを返すときに
エラーを付加するかを選択できるようになりました。

呼び出しエラーを再発生させる
以下のレスポンステンプレートでは、データソースから返されたものと同じエラーを発生させます。

#if ( $ctx.error ) 
    $util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type)
#end
$util.toJson($ctx.result)

呼び出しエラー ($ctx.error など) の場合、レスポンスは以下のようになります。

{ 
    "data": { 
        "getPost": null 
    }, 
    "errors": [ 
        { 
            "path": [ 
                "getPost" 
            ], 
            "errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException", 
            "message": "Conditional check failed exception...", 
            "locations": [ 
                { 
                    "line": 5, 
                    "column": 5 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

別のエラーを発生させる
以下のレスポンステンプレートでは、データソースから返されたエラーを処理した後で、カスタムエラー
を発生させます。

#if ( $ctx.error ) 
    #if ( $ctx.error.type.equals("ConditionalCheckFailedException") ) 
        ## we choose here to change the type and message of the error for 
 ConditionalCheckFailedExceptions 
        $util.error("Error while updating the post, try again. Error: $ctx.error.message", 
 "UpdateError") 
    #else 
        $util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type) 
    #end
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#end
$util.toJson($ctx.result)

呼び出しエラー ($ctx.error など) の場合、レスポンスは以下のようになります。

{ 
    "data": { 
        "getPost": null 
    }, 
    "errors": [ 
        { 
            "path": [ 
                "getPost" 
            ], 
            "errorType": "UpdateError", 
            "message": "Error while updating the post, try again. Error: Conditional check 
 failed exception...", 
            "locations": [ 
                { 
                    "line": 5, 
                    "column": 5 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

データを返すときにエラーを付加する
以下のレスポンステンプレートでは、レスポンス内でデータを返すときに、データソースから返されたも
のと同じエラーを追加します。これは、部分レスポンスとも呼ばれます。

#if ( $ctx.error ) 
    $util.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.type) 
    #set($defaultPost = {id: "1", title: 'default post'}) 
    $util.toJson($defaultPost)
#else 
    $util.toJson($ctx.result)
#end

呼び出しエラー ($ctx.error など) の場合、レスポンスは以下のようになります。

{ 
    "data": { 
        "getPost": { 
            "id": "1", 
            "title: "A post" 
        } 
    }, 
    "errors": [ 
        { 
            "path": [ 
                "getPost" 
            ], 
            "errorType": "ConditionalCheckFailedException", 
            "message": "Conditional check failed exception...", 
            "locations": [ 
                { 
                    "line": 5, 
                    "column": 5 
                } 
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            ] 
        } 
    ]
}

2017-02-28 から 2018-05-29 への移行
2017-02-28 から 2018-05-29 への移行は簡単です。リゾルバーのリクエストマッピングテンプレートの 
version フィールドまたは関数の version オブジェクトを変更します。ただし、2018-05-29 と 2017-02-28
では実行動作が異なるため、変更点についてこちら (p. 629)で概要を説明しています。

2017-02-28 から 2018-05-29 への同じ実行動作の保持
場合によっては、同じ実行動作を保持できる場合もあります。tたとえば2018-05-29バージョン管理された
テンプレートを実行しながら2017-02-28を実行することが可能です。

例: DynamoDB PutItem
以下の 2017-02-28 DynamoDB PutItem リクエストテンプレートがあるとします。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "PutItem", 
    "key": { 
        "foo" : ... typed value, 
        "bar" : ... typed value 
    }, 
    "attributeValues" : { 
        "baz" : ... typed value 
    }, 
    "condition" : { 
       ... 
    }
}

また、以下のレスポンステンプレートがあるとします。

$util.toJson($ctx.result)

2018-05-29 に移行すると、これらのテンプレートは以下のように変更されます。

{ 
    "version" : "2018-05-29", ## Note the new 2018-05-29 version 
    "operation" : "PutItem", 
    "key": { 
        "foo" : ... typed value, 
        "bar" : ... typed value 
    }, 
    "attributeValues" : { 
        "baz" : ... typed value 
    }, 
    "condition" : { 
       ... 
    }
}

また、レスポンステンプレートは以下のように変更されます。

## If there is a datasource invocation error, we choose to raise the same error
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## the field data will be set to null.
#if($ctx.error) 
  $util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type, $ctx.result)
#end

## If the data source invocation is null, we return null.
#if($util.isNull($ctx.result)) 
  #return
#end

$util.toJson($ctx.result)

エラーを処理するのはお客様であるため、DynamoDB から返された $util.error() を使用して同じエ
ラーが発生するようにしました。マッピングテンプレートを 2018-05-29 に変換するようにこのスニペッ
トを調整できます。レスポンステンプレートが異なる場合は、実行動作が変わることを考慮する必要があ
ります。

例: DynamoDB GetItem
以下の 2017-02-28 DynamoDB GetItem リクエストテンプレートがあるとします。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "GetItem", 
    "key" : { 
        "foo" : ... typed value, 
        "bar" : ... typed value 
    }, 
    "consistentRead" : true
}

また、以下のレスポンステンプレートがあるとします。

## map table attribute postId to field Post.id
$util.qr($ctx.result.put("id", $ctx.result.get("postId")))

$util.toJson($ctx.result)

2018-05-29 に移行すると、これらのテンプレートは以下のように変更されます。

{ 
    "version" : "2018-05-29", ## Note the new 2018-05-29 version 
    "operation" : "GetItem", 
    "key" : { 
        "foo" : ... typed value, 
        "bar" : ... typed value 
    }, 
    "consistentRead" : true
}

また、レスポンステンプレートは以下のように変更されます。

## If there is a datasource invocation error, we choose to raise the same error
#if($ctx.error) 
  $util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type)
#end

## If the data source invocation is null, we return null.
#if($util.isNull($ctx.result)) 
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  #return
#end

## map table attribute postId to field Post.id
$util.qr($ctx.result.put("id", $ctx.result.get("postId")))

$util.toJson($ctx.result)

2017-02-28 バージョンでは、データソースの呼び出しが null の場合は、DynamoDB テーブルにキーと
一致する項目がないことを意味します。そのため、レスポンスマッピングテンプレートは実行されませ
ん。ほとんどの場合は問題ありませんが、$ctx.result が null ではないと想定される場合は、そのシ
ナリオを処理する必要があります。

2017-02-28
特徴
• データソースの呼び出し結果が null の場合、レスポンスマッピングテンプレートは実行されません。
• データソースの呼び出しでエラーが発生した場合、レスポンスマッピングテンプレートは実行され、評

価結果は GraphQL レスポンスの errors.data ブロック内に挿入されます。
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トラブルシューティングと一般的な
誤り

このセクションでは、いくつかの一般的なエラーとそのトラブルシューティング方法について説明しま
す。

DynamoDB キーのマッピングが正しくない
GraphQL 処理が次のエラーメッセージを返した場合、リクエストマッピングテンプレートの構造が 
Amazon DynamoDB のキーの構造と一致していない可能性があります。

The provided key element does not match the schema (Service: AmazonDynamoDBv2; Status Code: 
 400; Error Code

たとえば、DynamoDB テーブルに "id" というハッシュキーがあり、テンプレートが次の例のように
"PostID" を指示している場合、"id" は "PostID" と一致しないため上記のようなエラーになります。

{ 
    "version" : "2017-02-28", 
    "operation" : "GetItem", 
    "key" : { 
        "PostID" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
    }
}

リゾルバーがない
クエリといった GraphQL 処理を実行して null レスポンスを受信した場合は、リゾルバーを設定していな
い可能性があります。

たとえば、getCustomer(userId: ID!): フィールドを定義するスキーマをインポートし、このフィー
ルドにリゾルバーを設定しなかった場合、getCustomer(userId:"ID123"){...} などのクエリを実行
すると、次のようなレスポンスを受信します。

{ 
    "data": { 
    "getCustomer": null 
    }
}

マッピングテンプレートのエラー
マッピングテンプレートが正しく設定されていない場合、errorType が MappingTemplate の 
GraphQL レスポンスを受信します。message フィールドには、マッピングテンプレートに問題があるこ
とが示されます。
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たとえば、リクエストマッピングテンプレートに operation フィールドがない場合、または
operation フィールド名が正しくない場合、次のようなレスポンスを受信します。

{ 
    "data": { 
        "searchPosts": null 
    }, 
    "errors": [ 
        { 
        "path": [ 
            "searchPosts" 
        ], 
        "errorType": "MappingTemplate", 
        "locations": [ 
            { 
            "line": 2, 
            "column": 3 
            } 
        ], 
        "message": "Value for field '$[operation]' not found." 
        } 
    ]
}

戻り値の型が正しくない
データソースからの戻り値の型は、スキーマに定義したオブジェクトの型と一致している必要がありま
す。一致しない場合、次のような GraphQL エラーが表示されます。

"errors": [ 
    { 
    "path": [ 
        "posts" 
    ], 
    "locations": null, 
    "message": "Can't resolve value (/posts) : type mismatch error, expected type LIST, got 
 OBJECT" 
    }
]

このような状況は、たとえば次のようなクエリ定義により発生します。

type Query { 
    posts: [Post]
}

これは [Posts] オブジェクトのリストを期待します。たとえば次のように、Node.JS に Lambda 関数が
あるとします。

const result = { data: data.Items.map(item => { return item ; }) };
callback(err, result);

result はオブジェクトであるため、エラーがスローされます。result.data へのコールバックを変更
するか、リストを返さないようにスキーマを変更する必要があります。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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