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AWS Blockchain Templates は 2019 年 4 月 30 日に廃止されました。本サービスまたはこの補足資
料については、これ以上の更新は行われません。マネージドブロックチェーンを最大限に活用する
にはAWS、Amazon Managed Blockchain (AMB) を使用することをお勧めします。Amazon Managed 
Blockchain を使い始める方法の詳細については、Hyperledger Fabric に関するワークショップ、または
イーサリアムノードのデプロイに関するブログをご覧ください。AMB についてご不明な点がある場合や、
さらにサポートが必要な場合は、AWS担当のアカウントチームにお問い合わせくださいAWS Support。

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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AWS Blockchain Templates とは
AWS Blockchain Templates を使用すると、さまざまなブロックチェーンフレームワークを使用してブロッ
クチェーンネットワークを迅速に作成し、AWS にデプロイできます。ブロックチェーンは、絶えず増大す
るトランザクションやスマートコントラクトのセットを改ざんや変更に対して暗号化で強化する、分散型
データベーステクノロジーです。

ブロックチェーンネットワークは、国際決済、サプライチェーン管理、土地登録、クラウドファンディン
グ、ガバナンス、 peer-to-peer 金融取引などのビジネスプロセスにおける取引の効率性と不変性を向上さ
せるネットワークです。これにより、お互いに知らない人や組織でも信頼し、トランザクションレコード
を個別に確認できます。

ブロックチェーンネットワークを作成するには、AWS Blockchain Templates を使用して AWS 
CloudFormation スタックを設定し、起動します。どの AWS リソースとサービスを使用するかは、選択す
る AWS Blockchain Template と指定するオプションによって異なります。使用可能なテンプレートとそ
の機能の詳細については、「AWS Blockchain Templates と機能 (p. 23)」を参照してください。AWS 
Blockchain Templates を使用して AWS で作成したブロックチェーンネットワークの基本的なコンポーネ
ントを次の図に示します。
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開始方法

開始方法
開始する最良の場所は、ブロックチェーンと AWS、特に AWS Blockchain Templates に関連するサービス
の専門知識のレベルによって異なります。

AWS とブロックチェーンに精通している場合
使用するフレームワークについての「AWS Blockchain Templates と機能 (p. 23)」のトピックから始め
てください。リンクを使用して AWS Blockchain Template を起動し、ブロックチェーンネットワークを構
成するか、テンプレートをダウンロードして自分でチェックアウトします。
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AWS には精通しているがブロックチェーンの初心者
である場合
「AWS Blockchain Templates の開始方法 (p. 7)」のチュートリアルから始めてください。このチュー
トリアルでは、デフォルト設定を使用して入門用の Ethereum ブロックチェーンネットワークを作成す
る方法について説明しています。終了したら、ブロックチェーンフレームワークの概要リンクについて
「AWS Blockchain Templates と機能 (p. 23)」を参照して、設定の選択と機能の詳細について学んでく
ださい。

AWS の初心者であるがブロックチェーンには精通し
ている場合
「AWS Blockchain Templates のセットアップ (p. 4)」から開始してください。これは、アカウントや
ユーザープロフィールなど、AWS の基本設定に役立ちます。次に、「AWS Blockchain Templates の開始
方法 (p. 7)」のチュートリアルを参照してください。このチュートリアルでは、入門用の Ethereum ブ
ロックチェーンネットワークを作成する方法について説明しています。たとえ最終的に Ethereum を使用
しない場合でも、関連するサービスをセットアップする実践的な経験が得られます。この経験はすべてブ
ロックチェーンフレームワークに役立ちます。最後に、フレームワークの「AWS Blockchain Templates と
機能 (p. 23)」セクションのトピックを参照してください。

AWS とブロックチェーンの初心者である場合
「AWS Blockchain Templates のセットアップ (p. 4)」から開始してください。これは、アカウント
やユーザープロフィールなど、AWS の基本設定に役立ちます。「AWS Blockchain Templates の開始方
法 (p. 7)」のチュートリアルを参照してください。このチュートリアルでは、入門用の Ethereum ブ
ロックチェーンネットワークを作成する方法について説明しています。AWS サービスと Ethereum の詳細
については、リンクを参照してください。

関連 サービス
選択したオプションに応じて、AWS Blockchain Templates は次の AWS のサービスを使用してブロック
チェーンをデプロイできます。

• Amazon EC2 — ブロックチェーンネットワークのコンピューティング性能を提供します。詳細について
は、「Linux インスタンス用Amazon EC2 ユーザーガイド」を参照してください。

• Amazon ECS — ブロックチェーンネットワークを使用するように選択した場合は、クラスター内の 
EC2 インスタンス間でコンテナのデプロイを調整します。詳細については、Amazon Elastic Container 
Service デベロッパーガイドを参照してください。

• Amazon VPC — 作成した Ethereum リソースへのネットワークアクセスを提供します。アクセシビリ
ティとセキュリティの設定をカスタマイズできます。詳細については、Amazon VPC デベロッパーガイ
ドを参照してください。

• Application Load Balancing — Amazon ECS をコンテナプラットフォームとして使用する場合、使用可
能なユーザーインターフェイスおよび内部サービス検出への単一のアクセスポイントとして機能しま
す。詳細については、Application Load Balancers ユーザーガイドの Application Load Balancer とはを参
照してください。
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AWS にサインアップする

AWS Blockchain Templates のセット
アップ

AWS Blockchain Templates の使用を開始する前に、次のタスクを完了します。

• AWS にサインアップする (p. 4)
• IAM ユーザーの作成 (p. 4)
• キーペアの作成 (p. 6)

これらは、すべてのブロックチェーン構成の基本的な前提条件です。さらに、選択したブロックチェーン
ネットワークには、必要な環境と構成の選択に応じて異なる前提条件が存在する場合があります。詳細に
ついては、「AWS Blockchain Templates と機能 (p. 23)」のブロックチェーンテンプレートの関連セク
ションを参照してください。

Amazon ECS クラスターを使用してプライベート Ethereum step-by-step ネットワークの前提条件を設定
するための手順については、を参照してくださいAWS Blockchain Templates の開始方法 (p. 7)。

AWS にサインアップする
AWS にサインアップすると、AWS アカウントがすべてのサービスに自動的にサインアップされます。請
求されるのは、使用したサービスの料金のみです。

AWS アカウントを既にお持ちの場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない
場合は、以下の手順に従ってアカウントを作成してください。

AWS アカウントを作成する

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

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

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

AWS アカウント番号を書き留めておいてください。これは、次のタスクで IAM ユーザーを作成するとき
に必要です。

IAM ユーザーの作成
AWS のサービスでは、サービスにアクセスする際に認証情報を指定する必要があります。これは、リソー
スにアクセスする権限をユーザーが持っているか判定するためです。コンソールを使用するにはパスワー
ドが必要です。AWS アカウントのアクセスキーを作成して、コマンドラインインターフェイスまたは API 
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にアクセスすることができます。ただし、AWS アカウントの認証情報を使って AWS にアクセスすること
はお勧めしません。代わりに AWS Identity and Access Management (IAM) を使用することをお勧めしま
す。IAM ユーザーを作成して、管理権限を使ってこのユーザーを IAM グループに追加するか、管理権限を
付与します。これで、特別な URL と IAM ユーザーの認証情報を使って AWS にアクセスできます。

AWS にサインアップしても、自分用の IAM ユーザーをまだ作成していない場合は、IAM コンソールを使
用して作成できます。IAM ユーザーを既に作成している場合、このステップは省略できます。

管理者ユーザーを作成するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

管理者を
管理する
方法を 1 
つ選択し
ます

To By 以下の操作も可能

IAM 
Identity 
Center 内

(推奨)

短期の認証情報を使用し
て AWS にアクセスしま
す。

これはセキュリティのベ
ストプラクティスと一致
しています。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。

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single 
Sign-On) ユーザーガイドの
「開始方法」の手順に従いま
す。

AWS Command Line Interface 
ユーザーガイドの「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」に
従って、プログラムによるアク
セスを設定します。

IAM 内

(非推奨)

長期認証情報を使用して 
AWS にアクセスする。

IAM ユーザーガイドの「最初
の IAM 管理者のユーザーおよ
びグループの作成」の手順に
従います。

IAM ユーザーガイドの「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」に従って、プログラムによ
るアクセスを設定します。

新規の IAM ユーザーとしてサインインするには、AWS Management Console からサインアウトして、次
の URL を使用します。your_aws_account_id は、ハイフンを除くお客様の AWS アカウント番号です (例
えば、AWS アカウント番号が 1234-5678-9012 であれば、AWS アカウント ID は 123456789012 で
す)。

https://your_aws_account_id.signin.aws.amazon.com/console/

作成したばかりの IAM ユーザー名とパスワードを入力します。サインインすると、ナビゲーションバーに
は「your_user_name @ your_aws_account_id」と表示されます。

サインインページの URL に AWS のアカウント ID を含めない場合は、アカウントのエイリアスを作成で
きます。IAM ダッシュボードから [Create Account Alias] (アカウントの別名を作成) を選択し、エイリアス 
(会社名など) を入力します。アカウントエイリアスを作成した後、サインインするには、次の URL を使用
します。

https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/

アカウントの IAM ユーザーのサインインリンクを確認するには、IAM コンソールを開き、ダッシュボード
の [IAM users sign-in link] の下を確認します。

詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドを参照してください。
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キーペアの作成
AWS ではパブリックキー暗号を使用して、ブロックチェーンネットワークのインスタンスのログイン情報
の安全性を保護します。各 AWS Blockchain Template を起動するときに、キーペアの名前を指定します。
次に、SSH を使用してログインするなど、キーペアを使用してインスタンスに直接アクセスできます。

適切なリージョンで既存のキーペアがある場合は、このステップを省略できます。キーペアをまだ作成し
ていない場合は、Amazon EC2 コンソールを使用して作成できます。Ethereum ネットワークを起動する
ために使用するのと同じリージョンで、キーペアを作成します。詳細については、Linux インスタンス用 
Amazon EC2 ユーザーガイドの「リージョンとアベイラビリティーゾーン」を参照してください。

キーペアを作成するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションバーで、キーペアを生成するリージョンを選択します。使用可能なリージョンは場所

に関係なく選択できますが、キーペアはリージョンに固有のものです。例えば、米国東部 (オハイオ) 
リージョンでインスタンスを起動する予定の場合は、その同じリージョン内のインスタンス用にキー
ペアを作成する必要があります。

3. ナビゲーションペインで [Key Pairs] (キーペア) を選択し、[Create Key Pair] (キーペアの作成) を選択
します。

4. [キーペア名] に、新しいキーペアの名前を入力します。覚えやすい名前 (IAM ユーザー名など) を選択
し、その後に -key-pair を続け、さらにリージョン名を続けます。たとえば、me-key-pair-useast2
とします。[作成] を選択します。

5. ブラウザによってプライベートキーのファイルが自動的にダウンロードされます。ベースファイル名
はキーペア名として指定した名前であり、ファイル名の拡張子は .pem です。ダウンロードしたプラ
イベートキーのファイルを安全な場所に保存します。

Important

プライベートキーのファイルを保存できるのは、このタイミングだけです。Ethereum ネット
ワークの起動時に、キーペアの名前を指定します。

詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 のキーペア」を参
照してください。キーペアを使用して EC2 インスタンスに接続する方法の詳細については、Linux インス
タンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Linux インスタンスへの接続を参照してください。
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AWS Blockchain Templates の開始方
法

このチュートリアルでは、Ethereum 用の AWS Blockchain Template を使用し、プライベートブロック
チェーンネットワークを AWS CloudFormation を介して AWS に作成する方法について説明します。作
成するネットワークでは、2 つの Ethereum クライアントと 1 つのマイナーが Amazon ECS クラスター
の Amazon EC2 インスタンス上で実行されています。Amazon ECS は Amazon ECR から引き出された 
Docker コンテナでこれらのサービスを実行します。このチュートリアルを開始する前に、ブロックチェー
ンネットワークと関連する AWS のサービスについていくらか知っておくと役に立ちますが、必須ではあ
りません。

このチュートリアルでは、「AWS Blockchain Templates のセットアップ (p. 4)」の一般的な前提条件を設
定していることを前提としています。また、テンプレートを使用する前に、Amazon VPC ネットワークや 
IAM ロール用の特定のアクセス許可など、いくつかの AWS リソースを設定する必要があります。

このチュートリアルで、これらの前提条件を設定する方法を示します。設定オプションは選択済みです
が、これらに限定されるものではありません。前提条件を満たす限り、アプリケーションや環境のニー
ズに応じて他の設定を選択できます。各テンプレートの機能と一般的な前提条件、テンプレートをダ
ウンロードする方法やテンプレートを AWS CloudFormation で直接起動する方法については、「AWS 
Blockchain Templates と機能 (p. 23)」を参照してください。

このチュートリアルの例では米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) を使用していますが、AWS 
Blockchain Templates をサポートする任意のリージョンを使用できます。

• 米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2)
• 米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1)
• 米国東部 (オハイオ) リージョン (us-east-2)

Note

上記に記載されていないリージョンでテンプレートを実行すると、米国東部 (バージニア北部) 
リージョン (us-east-1) でリソースが起動します。

このチュートリアルで設定する Ethereum 用の AWS Blockchain Template では、以下のリソースを作成し
ます。

• 指定するタイプと数のオンデマンド EC2 インスタンス。このチュートリアルでは、デフォルトの 
t2.medium インスタンスタイプを使用します。

• 内部 Application Load Balancer。

チュートリアルの後で、作成したリソースをクリーンアップするための手順が用意されています。

トピック
• 前提条件の設定 (p. 8)
• Ethereum ネットワークを作成する (p. 17)
• に接続します。EthStatsそしてEthExplorer要塞ホストの使用 (p. 19)
• リソースのクリーンアップ (p. 22)
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前提条件の設定
このチュートリアルで指定する Ethereum 用の AWS Blockchain Template 設定では、次のことを行う必要
があります。

• VPC とサブネットを作成する (p. 8)
• セキュリティグループを作成する (p. 10)
• Amazon ECS および EC2 インスタンスプロファイルの IAM ロールを作成する (p. 12)
• 要塞ホストの作成 (p. 16)

VPC とサブネットを作成する
Ethereum 用の AWS Blockchain Template は、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して、
定義した仮想ネットワーク内でリソースを起動します。このチュートリアルで指定する設定では、2 つの
パブリックサブネットを必要とする Application Load Balancer を作成します。各サブネットは別個のアベ
イラビリティーゾーンに配置する必要があります。さらに、コンテナインスタンス用にプライベートサブ
ネットも必要です。このサブネットは Application Load Balancer と同じアベイラビリティーゾーンに配置
する必要があります。最初に VPC ウィザードを使用して、1 つのパブリックサブネットとプライベート
サブネットを同じアベイラビリティーゾーンに作成します。次に、この VPC の 2 つ目のパブリックサブ
ネットを別のアベイラビリティーゾーンに作成します。

詳細については、『Amazon VPCユーザーガイド』の「Amazon VPCとは？」を参照してください。

以下で説明するように、Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を使用し
て、Elastic IP アドレス、VPC、およびサブネットを作成します。

Elastic IP アドレスを作成するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. [Elastic IP]、[新しいアドレスの割り当て]、[割り当て] の順に選択します。
3. 作成した Elastic IP アドレスを書き留め、[閉じる] を選択します。
4. Elastic IP アドレスのリストで、先ほど作成した Elastic IP アドレスの [割り当て ID] を見つけま

す。VPC を作成するときに、これを使用します。

VPC を作成するには

1. ナビゲーションバーで、VPC のリージョンを選択します。VPC はリージョンに固有であるため、
キーペアを作成し、Ethereum スタックを起動するのと同じリージョンを選択します。詳細について
は、「キーペアの作成 (p. 6)」を参照してください。

2. VPC ダッシュボードで、[Start VPC Wizard] (VPC ウィザードの起動) を選択します。
3. リポジトリの []ステップ 1: VPC 設定の選択[] ページで、パブリックサブネットとプライベートサブ

ネットを持つ VPC,Select。
4. リポジトリの []ステップ 2: パブリックサブネットとプライベートサブネットを持つ VPCページ、去

るIPv4 CIDR ブロックそしてIPv6 CIDR ブロックをデフォルト値に設定します。[VPC 名] に、わかり
やすい名前を入力します。

5. [パブリックサブネットの IPv4 CIDR] は、デフォルト値のままにしておきます。[アベイラビリティー
ゾーン] でゾーンを選択します。[パブリックサブネット名] にわかりやすい名前を入力します。

このサブネットを、テンプレートを使用するときに Application Load Balancer の 2 つのサブネットの
最初の 1 つとして指定します。
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プライベートサブネットに同じアベイラビリティーゾーンを選択し、他のパブリックサブネットに別
のアベイラビリティーゾーンを選択するため、このサブネットのアベイラビリティーゾーンを書き留
めておきます。

6. [プライベートサブネットの IPv4 CIDR] は、デフォルト値のままにしておきます。[アベイラビリ
ティーゾーン] で、前のステップと同じアベイラビリティーゾーンを選択します。[プライベートサブ
ネット名] に、わかりやすい名前を入力します。

7. [Elastic IP 割り当て ID] で、前に作成した Elastic IP アドレスを選択します。
8. 他の設定はデフォルト値のままにします。
9. [Create VPC] (VPC の作成) を選択します。

次の例は VPC を示しています。EthereumNetworkVPCパブリックサブネットを持
つEthereumPubSub1プライベートサブネットEthereumPvtSub1。パブリックサブネットでは、アベイ
ラビリティーゾーン [us-west-2a] を使用します。
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別のアベイラビリティーゾーンに 2 つ目のパブリックサブネットを作成するには

1. [サブネット] を選択し、前に作成したパブリックサブネットをリストから選択します。[ルートテーブ
ル] タブを選択し、ルートテーブル ID を書き留めます。次の 2 番目のパブリックサブネットに、この
同じルートテーブルを指定します。

2. [Create Subnet] を選択します。
3. [名前タグ] に、サブネットの名前を入力します。この名前は、後でこのネットワークに要塞ホストを

作成するときに使用します。
4. [VPC] で、前に作成した VPC を選択します。
5. [アベイラビリティーゾーン] で、最初のパブリックサブネット用に選択したゾーンとは異なるゾーン

を選択します。
6. [IPv4 CIDR ブロック] に「10.0.2.0/24」と入力します。
7. [Yes, Create] を選択します。サブネットがサブネットのリストに追加されます。
8. リストからサブネットを選択した状態で、[サブネットのアクション]、[自動割り当て IP 設定の変更] 

の順に選択します。[自動割り当て IP]、[保存]、[閉じる] の順に選択します。これにより、要塞ホスト
は、このサブネットで作成されたパブリック IP アドレスを取得できます。

9. [ルートテーブル] タブで [編集] を選択します。[変更先] で、前に書き留めたルートテーブル ID を選択
し、[保存] を選択します。

これにより、先ほど作成した VPC のサブネットが 3 つ表示されます。各サブネットの名前と ID を書き留
め、テンプレートの使用時に指定できるようにします。

セキュリティグループを作成する
セキュリティグループはファイアウォールとして機能し、リソースへのインバウンドトラフィックとアウ
トバウンドトラフィックをコントロールします。テンプレートを使用して Amazon ECS クラスター上に 
Ethererum ネットワークを作成するときは、2 つのセキュリティグループを指定します。

• EC2 インスタンスのセキュリティグループは、クラスター内にある EC2 インスタンスに出入りするト
ラフィックをコントロールします。

• Application Load Balancer、EC2 インスタンス、および要塞ホスト間のトラフィックを制御する 
Application Load Balancer 用のセキュリティグループ。このセキュリティグループを要塞ホストにも関
連付けます。

各セキュリティグループには、Application Load Balancer と EC2 インスタンス間の通信、およびその他の
最小ルールを可能にするルールがあります。これには、セキュリティグループが互いに参照する必要があ
ります。このため、最初にセキュリティグループを作成し、適切なルールを使用して更新します。

2 つのセキュリティグループを作成するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Security Groups] (セキュリティグループ) を選択して、[Create Security 

Group] (セキュリティグループの作成) を選択します。
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3. [セキュリティグループ名] に、わかりやすいセキュリティグループ名を入力します。[EthereumEC2-
SG] や [EthereumALB-SG] など、他のセキュリティグループと区別できる名前にします。これらの名
前は後で使用します。[説明] に、簡単な概要を入力します。

4. [VPC] で、前に作成した VPC を選択します。
5. [Create] (作成) を選択します。
6. 上記の手順を繰り返して、他のセキュリティグループを作成します。

EC2 インスタンスのセキュリティグループにインバウンドルールを追加する

1. 先ほど作成した EC2 インスタンスのセキュリティグループを選択します。
2. [インバウンド] タブで、[編集] を選択します。
3. [Type] で、[All traffic] を選択します。[ソース] で [カスタム] を選択したままにし、現在編集している

セキュリティグループをリストから選択します (例: EthereumEC2-SG)。これにより、セキュリティグ
ループ内の EC2 インスタンスが相互に通信できるようになります。

4. [Add Rule] (ルールの追加) を選択します。
5. [Type] で、[All traffic] を選択します。[ソース] で [カスタム] を選択したままにし、Application Load 

Balancer のセキュリティグループをリストから選択します (例: EthereumALB-SG)。これにより、セ
キュリティグループ内の EC2 インスタンスが Application Load Balancer と通信できるようになりま
す。

6. [Save] (保存) を選択します。

Application Load Balancer のセキュリティグループのインバウンドルールとアウトバウンドルー
ルを追加する

1. 先ほど作成した Application Load Balancer インスタンスのセキュリティグループを選択します。
2. [インバウンド] タブで [編集] を選択し、次のインバウンドのルールを追加します。

a. [Type] で、[All traffic] を選択します。[ソース] で [カスタム] を選択したままにし、現在編集
しているセキュリティグループをリストから選択します (例: EthereumALB-SG)。これによ
り、Application Load Balancer はそれ自体および要塞ホストと通信できるようになります。

b. [Add Rule] (ルールの追加) を選択します。
c. [Type] で、[All traffic] を選択します。[ソース] で [カスタム] を選択したままにし、EC2 インスタ

ンスのセキュリティグループをリストから選択します (例: EthereumEC2-SG)。これにより、セ
キュリティグループ内の EC2 インスタンスは Application Load Balancer および要塞ホストと通
信できるようになります。

d. [Add Rule] (ルールの追加) を選択します。
e. [Type] (タイプ) で [SSH] を選択します。[ソース] で [マイ IP] を選択します。これにより、コン

ピュータの IP CIDR が検出されて入力されます。

Important

このルールにより、コンピュータからの SSH トラフィックを受け入れることを要塞ホ
ストに許可します。また、要塞ホストを使用してウェブインターフェイスを表示した
り、Ethereum ネットワークの EC2 インスタンスに接続したりすることをコンピュータ
に許可します。Ethereum ネットワークに接続することを他のコンピュータに許可するに
は、それらのコンピュータをソースとして、このルールに追加します。信頼されたソー
スへのインバウンドトラフィックのみを許可します。

f. [Save] (保存) を選択します。
3. [アウトバウンド] タブで、[編集] を選択し、すべての IP アドレスへのアウトバウンドトラフィックを

許可するように自動的に作成されたルールを削除します。
4. [Add Rule] (ルールの追加) を選択します。
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5. [Type] で、[All traffic] を選択します。[送信先] で [カスタム] を選択したままにし、EC2 インスタンス
のセキュリティグループをリストから選択します。これにより、Application Load Balancer および要
塞ホストから Ethereum ネットワーク内の EC2 インスタンスへのアウトバウンド接続が可能になりま
す。

6. [Add Rule] (ルールの追加) を選択します。
7. [Type] で、[All traffic] を選択します。[ソース] で [カスタム] を選択したままにし、現在編集してい

るセキュリティグループをリストから選択します (例: EthereumALB-SG)。これにより、Application 
Load Balancer はそれ自体および要塞ホストと通信できるようになります。

8. [Save] (保存) を選択します。

Amazon ECS および EC2 インスタンスプロファイル
の IAM ロールを作成する
このテンプレートを使用するときは、Amazon ECS および EC2 インスタンスプロファイルの IAM ロー
ルを指定します。これらのロールにアタッチされたアクセス権限ポリシーにより、クラスターの AWS リ
ソースとインスタンスは、他の AWS リソースとやり取り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 ロールを参照してください。IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を使用して、Amazon ECS および EC2 インスタンスプロファイルの IAM ロールを設定します。

Amazon ECS の IAM ロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles (ロール)]、[Create Role (ロールの作成)] の順に選択します。
3. [信頼されたエンティティの種類を選択] で、[AWS のサービス] を選択します。
4. [Choose the service that will use this role] (このロールを使用するサービスを選択) で、[Elastic 

Container Service] (伸縮自在コンテナサービス) を選択します。
5. [ユースケースの選択] で [Elastic Container Service] を選択し、[Next: Permissions (次の手順: アクセス

許可)] を選択します。
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6. を使用する場合アクセス許可ポリシー[] で、デフォルトのポリシーのままにしておきます 
(AmazonEC2ContainerServiceロール) を選択し、次の投稿:レビュー。

7. を使用する場合ロール名[] に、ロールを識別するのに役立つ値を入力します (例:)ECSRoleForイーサ
リアム。[ロールの説明] に、簡単な要約を入力します。後で使用するため、ロール名を書き留めてお
きます。

8. [ロールの作成] を選択します。
9. リストから、作成したロールを選択します。アカウントに多数のロールがある場合は、ロール名で検

索できます。

10. [ロールの ARN] の値をコピーし、再度コピーできるように保存します。Ethereum ネットワークを作
成するときに、この ARN が必要です。
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テンプレートで指定する EC2 インスタンスプロファイルは、Ethereum ネットワーク内の EC2 インスタン
スが他の AWS サービスと対話するために使用します。ロールのアクセス許可ポリシーを作成し、ロール
を作成します (同じ名前のインスタンスプロファイルが自動的に作成されます)。次に、これらのアクセス
許可ポリシーをロールにアタッチします。

EC2 インスタンスプロファイルを作成するには

1. ナビゲーションペインで、[Policies] (ポリシー)、[Create policy] (ポリシーの作成) の順に選択します。
2. [JSON] を選択し、デフォルトのポリシーステートメントを次の JSON ポリシーに置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:CreateCluster", 
                "ecs:DeregisterContainerInstance", 
                "ecs:DiscoverPollEndpoint", 
                "ecs:Poll", 
                "ecs:RegisterContainerInstance", 
                "ecs:StartTelemetrySession", 
                "ecs:Submit*", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:BatchWriteItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

3. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
4. を使用する場合名前[] に、このアクセス許可ポリシーのわかりやすい名前を入力します 

(例:)EthereumPolicyForec2。[説明] に、簡単な概要を入力します。[Create policy] (ポリシーの作成) を
選択します。

5. [ロール]、[ロールの作成] を選択します。
6. 選択EC2,次へ: アクセス許可.
7. 左検索フィールドに、先ほど作成したアクセス許可ポリシーの名前を入力します 

(例:)EthereumPolicyForec2。
8. 先ほど作成したポリシーのチェックマークを選択し、次へ: 確認.

9. を使用する場合ロール名[] に、ロールを識別するのに役立つ値を入力します (例:)EC2RoleForイーサリ
アム。[ロールの説明] に簡単な説明を入力し、[ロールの作成] を選択します。

10. リストから、作成したロールを選択します。アカウントに多くのロールがある場合は、[検索] フィー
ルドにロール名を入力できます。
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11. [インスタンスプロファイルの ARN] の値をコピーし、再利用できるように保存しておきま
す。Ethereum ネットワークを作成するときに、この ARN が必要です。

要塞ホストの作成
このチュートリアルでは、要塞ホストを作成します。これは、Ethereum ネットワークのウェブインター
フェイスとインスタンスに接続するために使用する EC2 インスタンスです。その唯一の目的は、VPC 外
の信頼されたクライアントからの SSH トラフィックを転送し、これらのクライアントから Ethereum ネッ
トワークのリソースにアクセスできるようにすることです。

テンプレートで作成する Application Load Balancer は内部型である (内部 IP アドレスのみをルーティング
する) ため、要塞ホストをセットアップします。要塞ホスト:

• 前に作成した 2 番目のパブリックサブネットで起動されるため、Application Load Balancer が認識する
内部 IP アドレスを持ちます。

• VPC 外の信頼されたソースからアクセスできるパブリック IP アドレスがサブネットから割り当てられ
ます。

• 前に作成した Application Load Balancer のセキュリティグループに関連付けられます。このセキュリ
ティグループには、信頼されたクライアントからの SSH トラフィック (ポート 22) を許可するインバウ
ンドルールがあります。

信頼されたクライアントから Ethereum ネットワークにアクセスするには、要塞ホストを介して接続す
るようにクライアントを設定する必要があります。詳細については、「に接続します。EthStatsそして
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EthExplorer要塞ホストの使用 (p. 19)」を参照してください。要塞ホストは 1 つの方法です。信頼され
たクライアントから VPC 内のプライベートリソースにアクセスできる方法であれば、どれでも使用できま
す。

要塞ホストを作成するには

1. Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのインスタンスを起動するための最初の 5 つのス
テップに従います。

2. [インスタンスの詳細の編集] を選択します。[ネットワーク] で前に作成した VPC を選択し、[サブネッ
ト] で前に作成した 2 番目のパブリックサブネットを選択します。その他すべての設定はデフォルト
のままにします。

3. 変更を確認するメッセージが表示されたら、[確認と作成] を選択します。
4. [セキュリティグループの編集] を選択します。[セキュリティグループの割り当て] で、[既存のセキュ

リティグループを選択する] を選択します。
5. セキュリティグループのリストから、前に作成した Application Load Balancer のセキュリティグルー

プを選択し、[確認と作成] を選択します。
6. [Launch] (起動) を選択します。
7. インスタンス ID を書き留めます。後で「に接続します。EthStatsそしてEthExplorer要塞ホストの使

用 (p. 19)」際に必要になります。

Ethereum ネットワークを作成する
このトピックのテンプレートで指定した Ethereum ネットワークは、Ethereum ネットワーク用の EC2 イ
ンスタンスの Amazon ECS クラスターを作成する AWS CloudFormation スタックを起動します。テンプ
レートは、「前提条件の設定 (p. 8)」で前に作成したリソースに依存します。

テンプレートを使用して AWS CloudFormation スタックを起動すると、いくつかのタスクにネストされた
スタックが作成されます。作成の完了後、要塞ホストを介してネットワークの Application Load Balancer 
が提供するリソースに接続し、Ethereum ネットワークが実行中およびアクセス可能であることを確認で
きます。

Ethereum 用の AWS Blockchain Template を使用して Ethereum ネットワークを作成するには

1. AWS Blockchain Templates の開始方法を参照し、AWS リージョンのクイックリンクを使用し
て、AWS CloudFormation コンソールで最新の Ethereum 用の AWS Blockchain Template を開きま
す。

2. 次のガイドラインに従って値を入力します。

• [スタック名] に、わかりやすい名前を入力します。この名前は、スタックが作成するリソースの名
前の中で使用されます。

• [Ethereum ネットワークのパラメータ] と [プライベート Ethereum ネットワークのパラメータ] は、
デフォルト設定のままにしておきます。
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Warning

デフォルトのアカウントおよび関連するニーモニックフレーズは、テスト目的でのみ使
用します。ニーモニックフレーズにアクセスできるすべてのユーザーはアカウントから 
Ether にアクセスしたり、Ether を盗んだりできるため、デフォルトの一連のアカウントを
使用して実際の Ether を送信しないでください。代わりに、本稼働用のカスタムアカウン
トを指定します。デフォルトのアカウントに関連付けられているニーモニックフレーズは
outdoor father modify clever trophy abandon vital feel portion grit 
evolve twist です。

• [Platform configuration] (プラットフォーム設定) をデフォルト設定のままにしておくと、EC2 イン
スタンスの Amazon ECS クラスターが作成されます。または、[docker-local] で単一の EC2 インス
タンスを使用して Ethereum ネットワークを作成します。

• [EC2 設定] で、次のガイドラインに従ってオプションを選択します。
• [EC2 キーペア] でキーペアを選択します。キーペアの作成の詳細については、「キーペアの作

成 (p. 6)」を参照してください。
• [EC2 セキュリティグループ] で、「セキュリティグループを作成する (p. 10)」で前に作成した

セキュリティグループを選択します。
• [EC2 インスタンスプロファイル ARN] に、「Amazon ECS および EC2 インスタンスプロファイ

ルの IAM ロールを作成する (p. 12)」で前に作成したインスタンスプロファイルの ARN を入力
します。

• [VPC ネットワーク設定] で、次のガイドラインに従ってオプションを選択します。
• [VPC ID] で、「VPC とサブネットを作成する (p. 8)」で前に作成した VPC を選択します。
• [Ethereum ネットワークサブネット ID] で、手順「To create the VPC (p. 8)」で先ほど作成し

た単一のプライベートサブネットを選択します。
• [ECS クラスター設定] は、デフォルトのままにします。これにより、3 つの EC2 インスタンスの 

ECS クラスターが作成されます。
• [Application Load Balancer 設定 (ECS のみ)] で、次のガイドラインに従ってオプションを選択しま

す。
• [Application Load Balancer サブネット ID] で、前に書き留めた list of subnets (p. 10) から 2 つ

のパブリックサブネットを選択します。
• [Application Load Balancer セキュリティグループ] で、「セキュリティグループを作成す

る (p. 10)」で前に作成した Application Load Balancer のセキュリティグループを選択しま
す。

• [IAM Role] (IAM ロール) に、Amazon ECS および EC2 インスタンスプロファイルの IAM ロール
を作成する (p. 12)で前に作成した ECS ロールの ARN を入力します。

• []EthStats[] で、次のガイドラインに従ってオプションを選択します。
• を使用する場合デプロイEthStats[] で、デフォルトの設定のままにしておきます。本当。
• を使用する場合EthStats接続シークレット[] に、6 文字以上の任意の値を入力します。

• []EthExplorer[] で、のデフォルト設定のままにしておきます。デプロイEthExplorerである本当。
• [その他のパラメータ] で、[Nested Template S3 URL Prefix] をデフォルト値のままにし、その値を

書き留めておきます。ここで、ネストされたテンプレートを見つけることができます。
3. 他のすべての設定をデフォルトのままにし、確認のチェックボックスをオンにして、[作成] を選択し

ます。

が起動するルートスタックの [Stack DetailAWS CloudFormation (スタックの詳細)] ページが表示され
ます。

4. ルートスタックとネストされたスタックの進行状況をモニタリングするには、[スタック] を選択しま
す。
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5. すべてのスタックで [Status] (ステータス) に [CREATE_COMPLETE] が表示されたら、Ethereum の
ユーザーインターフェイスに接続して、ネットワークが動作し、アクセス可能であることを確認でき
ます。ECS コンテナプラットフォームを使用する場合、に接続するための URLEthStats,EthExplorer, 
およびEthJsonApplication Load Balancer 経由の RPC は、出力[] タブを選択し、[] タブを選択しま
す。

Important

クライアントコンピュータの要塞ホストを介してプロキシ接続を設定するまでは、これらの 
URL や SSH に直接接続することはできません。詳細については、「に接続します。EthStats
そしてEthExplorer要塞ホストの使用 (p. 19)」を参照してください。

に接続します。EthStatsそしてEthExplorer要塞ホス
トの使用

このチュートリアルで Ethereum リソースに接続するには、要塞ホストを介して SSH ポート転送 (SSH 
トンネリング) を設定します。次の手順では、に接続できるように、これを行う方法を示していま
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す。EthStatsそしてEthExplorerブラウザを使用する URL。次の手順では、まずローカルポートに SOCKS 
プロキシを設定します。次に、ブラウザ拡張機能を使用します。FoxyProxy[] で、この転送ポートを 
Ethereum ネットワーク URL で使用します。

Mac OS または Linux を使用している場合は、SSH クライアントを使用して要塞ホストへの SOCKS プロ
キシ接続を設定します。Windows ユーザーの場合は、PuTTY を使用します。接続する前に、使用してい
るクライアントコンピュータが、以前に設定した Application Load Balancer のセキュリティグループで、
インバウンド SSH トラフィックの許可されたソースとして指定されていることを確認します。

SSH を使用して SSH ポート転送で要塞ホストに接続するには

• Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの SSH を使用した Linux インスタンスへの接
続の手順を実行してください。Linux インスタンスへの接続手順のステップ 4 で、SSH コマンドに -
D 9001 を追加し、AWS Blockchain Template 設定で指定したものと同じキーペアを指定して、踏み
台ホストの DNS 名を指定します。

ssh -i /path/my-template-key-pair.pem ec2-user@bastion-host-dns -D 9001

PuTTY を使用して SSH ポート転送で要塞ホストに接続するには (Windows)

1. Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの PuTTY を使用した Windows から Linux インス
タンスへの接続の手順から PuTTY セッションの開始の手順のステップ 7 までを実行します。キーペ
アは、Ethereum 用の AWS Blockchain Template の設定で指定したものと同じものを使用します。

2. PuTTY の [Category] で、[Connection]、[SSH]、[Tunnels] の順に選択します。
3. [Port forwarding] で、[Local ports accept connections from other hosts] を選択します。
4. [Add new forwarded port] で、次の操作を行います。

a. [Source port] に「9001」と入力します。これは、任意に選択した未使用のポートであり、必要に
応じて別のポートを選択できます。

b. [Destination] を空白のままにします。
c. [Dynamic] を選択します。
d. [Add] (追加) をクリックします。

[Forwarded ports] の場合、[D9001] は次のように表示されます。
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5. [Open] を選択し、キー設定の必要に応じて要塞ホストに対して認証します。接続を開いたままにしま
す。

PuTTY 接続を開いた状態で、Ethereum ネットワーク URL の転送ポートを使用するようにシステムまたは
ブラウザ拡張機能を設定します。次の手順では、の使用方法に基づいています。FoxyProxyの URL パター
ンに基づいて接続を転送する標準EthStatsそしてEthExplorerおよびポート 9001 で、以前に転送ポートと
して設定しましたが、任意の方法を使用できます。

を設定するにはFoxyProxyEthereum ネットワーク URL に SSH トンネルを使用するには

次の手順は Chrome に基づいて作成されています。別のブラウザを使用する場合は、設定およびシーケン
スをFoxyProxyそのブラウザで

1. をダウンロードしてインストールします。FoxyProxy標準のブラウザ拡張機能を開き、開くOptionsお
使いのブラウザの指示に従って。

2. [Add New Proxy] を選択します。
3. [General] (全般) タブでプロキシが [Enabled] (有効) になっていることを確認し、このプロキシ構成を

識別しやすいように、[Proxy Name] (プロキシ名) と [Proxy Notes] (プロキシノート) に入力します。
4. [Proxy Details] タブで、[Manual Proxy Configuration] を選択します。[Host or IP Address] (一部のバー

ジョンでは [Server or IP Address]) に「localhost」と入力します。[Port] に[9001」と入力します。
[SOCKS Proxy?] を選択します。

5. [URL Pattern] タブで、[Add New Pattern] を選択します。
6. を使用する場合パターン名[] に、わかりやすい名前を入力します。URL パターン[] に、テンプレー

トで作成したすべての Ethereum リソース URL と一致するパターンを入力します (例:)http://internal-
MyUser-loadB-*。URL の表示については、「Ethereum URLs (p. 19)」を参照してください。
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7. 他の設定はデフォルトのままにして、[Save] を選択します。

これで、で利用可能な Ethereum URL に接続できるようになりました。CloudFormationコンソールを使用
して出力テンプレートで作成したルートスタックのタブ。

リソースのクリーンアップ
AWS CloudFormation を使用すると、スタックが作成したリソースを簡単にクリーンアップできます。ス
タックを削除すると、スタックが作成したすべてのリソースが削除されます。

テンプレートが作成したリソースを削除するには

• AWS CloudFormation コンソールを開き、前に作成したルートスタックを選択し、[Actions]、[Delete] 
の順に選択します。

前に作成したルートスタックおよび関連するネストされたスタックの [Status] が 
[DELETE_IN_PROGRESS] に更新されます。

Ethereum ネットワーク用に作成した前提条件を削除することもできます。

VPC の削除

• Amazon VPC コンソールを開き、以前作成した VPC を選択して、[Actions] (アクション)、[Delete 
VPC] (VPC の削除) の順に選択します。これにより、VPC に関連付けられたサブネット、セキュリ
ティグループ、および NAT ゲートウェイも削除されます。

IAM ロールと EC2 インスタンスプロファイルを削除する

• IAM コンソールを開き、[Roles] (ロール) を選択します。前に作成した ECS のロールと EC2 のロール
を選択し、[Delete] を選択します。

要塞ホストの EC2 インスタンスを終了する

• Amazon EC2 ダッシュボードを開き、[Running instances] (実行中のインスタンス) を選択して、踏み
台ホスト用に作成した EC2インスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Instance State] (インスタ
ンスの状態)、[Terminate] (終了) の順に選択します。
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AWS Blockchain Templates と機能
このセクションでは、すぐにブロックチェーンネットワークを作成するためのリンクと、AWS でネット
ワークを設定するための設定オプションと前提条件に関する情報について説明します。

次のテンプレートを使用できます。

• Ethereum 用の AWS Blockchain Template
• Hyperledger Fabric 用の AWS Blockchain Template

AWS Blockchain Templates は以下のリージョンで利用できます。

• 米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2)
• 米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1)
• 米国東部 (オハイオ) リージョン (us-east-2)

Note

上記に記載されていないリージョンでテンプレートを実行すると、米国東部 (バージニア北部) 
リージョン (us-east-1) でリソースが起動します。

Ethereum 用の AWS Blockchain Template の使用
Ethereum は、Ethereum 固有の言語である Solidity を使用してスマートコントラクトを実行するブ
ロックチェーンフレームワークです。Homestead は Ethereum の最新のリリースです。詳細について
は、Ethereum Homestead のドキュメントと Solidity のドキュメントを参照してください。

起動へのリンク
Ethereum のテンプレートを使用して特定のリージョンで AWS CloudFormation を起動するためのリンク
については、AWS Blockchain Templates の開始方法を参照してください。

Ethereum のオプション
テンプレートを使用して Ethereum ネットワークを設定する場合は、後続の要件を決定する選択を行いま
す。

• コンテナプラットフォームの選択 (p. 23)
• プライベートまたはパブリック Ethereum ネットワークの選択 (p. 25)
• デフォルトのアカウントおよびニーモニックフレーズの変更 (p. 25)

コンテナプラットフォームの選択
AWS Blockchain Templates は、Amazon ECR に保存されている Docker コンテナを使用してブロック
チェーンソフトウェアをデプロイします。Ethereum 用の AWS Blockchain Template には、[Container 
Platform] (コンテナプラットフォーム) について 2 つの選択肢が用意されています。
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• ecs — Ethereum が Amazon EC2 インスタンスの Amazon ECS クラスターで実行されるように指定し
ます。

• docker-local — Ethereum が単一の EC2 インスタンスで実行されるように指定します。

Amazon ECS コンテナプラットフォームの使用

Amazon ECS で Application Load Balancer および関連リソースを使用し、複数の EC2 インスタンスで構
成された ECS クラスターで Ethereum ネットワークを作成します。Amazon ECS 設定の使用の詳細につ
いては、AWS Blockchain Templates の開始方法 (p. 7)チュートリアルを参照してください。

次の図は、テンプレートで ECS コンテナプラットフォームオプションを使用して作成した Ethereum ネッ
トワークを示しています。

Docker-Local プラットフォームの使用

または、単一の Amazon EC2 インスタンス内で Ethereum コンテナを起動することができます。すべての
コンテナが単一の EC2 インスタンスで実行されます。これは簡略化されたセットアップです。

次の図は、テンプレートで docker-local コンテナプラットフォームオプションを使用して作成した 
Ethereum ネットワークを示しています。
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プライベートまたはパブリック Ethereum ネットワークの選択
1 ～ 4 以外の [Ethereum Network ID (Ethereum ネットワーク ID)] 値を選択すると、指定したプライベー
トネットワークパラメーターを使用して、定義したネットワーク内で実行されるプライベート Ethereum 
ノードが作成されます。

[Ethereum Network ID] (Ethereum ネットワーク ID) 1 ～ 4 を選択すると、作成した Ethereum ノードは、
公開されている Ethereum ネットワークに結合されます。プライベートネットワーク設定とそのデフォル
ト値は無視できます。Ethereum ノードをパブリック Ethereum ネットワークに参加させる場合は、ネット
ワーク内の適切なサービスがインターネットにアクセス可能であることを確認してください。

デフォルトのアカウントおよびニーモニックフレーズの変更
ニーモニックフレーズは、任意のネットワークにおいて、関連付けられたアカウントの Ethereum ウォ
レット (プライベート/パブリックキーペア) を生成するために使用できる一連のランダムな単語です。ニー
モニックフレーズは、関連付けられたアカウントの Ether にアクセスするために使用できます。デフォ
ルトのアカウントに関連付けられたデフォルトのニーモニックが Ethereum テンプレート用に作成済みで
す。
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Warning

デフォルトのアカウントおよび関連するニーモニックフレーズは、テスト目的でのみ使用しま
す。ニーモニックフレーズにアクセスできるすべてのユーザーはアカウントから Ether にアク
セスしたり、Ether を盗んだりできるため、デフォルトの一連のアカウントを使用して実際の 
Ether を送信しないでください。代わりに、本稼働用のカスタムアカウントを指定します。デフォ
ルトのアカウントに関連付けられているニーモニックフレーズは outdoor father modify 
clever trophy abandon vital feel portion grit evolve twist です。

前提条件
Ethereum 用の AWS Blockchain Template を使用して Ethereum ネットワークを設定する場合は、次に示
す最小要件を満たす必要があります。テンプレートは、次のカテゴリごとに、リストされている AWS コ
ンポーネントを必要とします。

トピック
• Ethereum リソースにアクセスするための前提条件 (p. 26)
• IAM の前提条件 (p. 27)
• セキュリティグループの前提条件 (p. 27)
• VPC 前提条件 (p. 28)
• EC2 インスタンスプロファイルと ECS ロールの IAM アクセス許可の例 (p. 29)

Ethereum リソースにアクセスするための前提条件

前提条件 ECS プラットフォームの場合 Docker-Local の場合

EC2 インスタンスへのアクセス
に使用できる Amazon EC2 キー
ペア。このキーは、ECS クラス
ターおよび他のリソースと同じ
リージョンに存在する必要があ
ります。

✔ ✔

要塞ホストやインターネッ
ト接続ロードバランサーな
ど、Application Load Balancer へ
のトラフィックが許可された内
部アドレスを持つインターネッ
ト接続コンポーネント。テンプ
レートはセキュリティ上の理由
から内部ロードバランサーを作
成するため、これは ECS プラッ
トフォームに必須です。EC2 イ
ンスタンスがプライベートサ
ブネットにある場合、これは 
docker-local プラットフォームに
必須です (推奨)。要塞ホストの設
定については、「要塞ホストの
作成 (p. 16)」を参照してくださ
い。

✔ ✔ (プライベートサブネットを使
用)
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IAM の前提条件

前提条件 ECS プラットフォームの場合 Docker-Local の場合

関連するすべてのサービスを処
理するアクセス許可を持つ IAM 
の原則 (ユーザーまたはグルー
プ)。

✔ ✔

EC2 インスタンスが他のサー
ビスとやりとりするための
適切なアクセス許可を持つ 
Amazon EC2 インスタンスプ
ロファイル。詳細については、
「To create an EC2 instance 
profile (p. 14)」を参照してくださ
い。

✔ ✔

Amazon ECS が他のサービスと
やりとりするアクセス許可を持
つ IAM ロール。詳細について
は、「ECS ロールとアクセス許
可の作成 (p. 29)」を参照して
ください。

✔

セキュリティグループの前提条件

前提条件 ECS プラットフォームの場合 Docker-Local の場合

EC2 インスタンスのセキュリ
ティグループと、次の要件:

✔ ✔

• 0.0.0.0/0 (デフォルト) へのト
ラフィックを許可するアウト
バウンドルール。

✔ ✔

• インバウンドルール自体から
のすべてのトラフィックを許
可するインバウンドルール (同
じセキュリティグループ)。

✔ ✔

• Application Load Balancer のセ
キュリティグループからのす
べてのトラフィックを許可す
るインバウンドルール。

✔

• HTTP (ポート 80) を許可する
インバウンドルール。EthStats
クライアントコンピュータの 
IP CIDR など、信頼された外部
ソースからの JSON RPC over 
HTTP (ポート 8545)、および 
SSH (ポート 22)。

✔
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前提条件 ECS プラットフォームの場合 Docker-Local の場合

Application Load Balancer のセ
キュリティグループと、以下の
要件:

• インバウンドルール自体から
のすべてのトラフィックを許
可するインバウンドルール (同
じセキュリティグループ)。

• EC2 インスタンスの同じセ
キュリティグループからのす
べてのトラフィックを許可す
るインバウンドルール。

• EC2 インスタンスのセキュリ
ティグループへのすべてのト
ラフィックを許可するアウト
バウンドルール。詳細につい
ては、「セキュリティグルー
プを作成する (p. 10)」を参照
してください。

• この同じセキュリティグルー
プを要塞ホストに関連付け
る場合は、信頼されたソース
からの SSH (ポート 22) トラ
フィックを許可するインバウ
ンドルール。

• 要塞ホストや他のインター
ネット接続コンポーネントが
別のセキュリティグループに
ある場合は、そのコンポーネ
ントからのトラフィックを許
可するインバウンドルール。

✔

VPC 前提条件

前提条件 ECS プラットフォームの場合 Docker-Local の場合

Elastic IP アドレス。Ethereum 
サービスへのアクセスに使用さ
れます。

✔ ✔

EC2 インスタンスを実行する
サブネット。プライベートサブ
ネットを強くお勧めします。

✔ ✔

パブリックにアクセス可能な 2 
つのサブネット。各サブネット
は、別個のアベイラビリティー
ゾーンに配置し、それは EC2 イ
ンスタンスのサブネットと同じ
アベイラビリティーゾーンであ
ることが必要です。

✔
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EC2 インスタンスプロファイルと ECS ロールの IAM アクセス許
可の例
テンプレートを使用するときは、EC2 インスタンスプロファイル ARN をパラメータの 1 つとして指定し
ます。ECS コンテナプラットフォームを使用する場合は、ECS ロールの ARN も指定します。これらの
ロールにアタッチされたアクセス権限ポリシーにより、クラスターの AWS リソースとインスタンスは、
他の AWS リソースとやり取り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 ロー
ルを参照してください。アクセス許可を作成するための出発点として、以下のポリシーステートメントと
手順を使用してください。

EC2 インスタンスプロファイルのアクセス許可ポリシーの例
次のアクセス許可ポリシーは、ECS コンテナプラットフォームを選択したときに、EC2 インスタンスプロ
ファイルに対して許可されるアクションを示しています。同じポリシーステートメントは、ドッカーロー
カルコンテナプラットフォームで使用可能で、アクセスを制限するために ecs コンテキストキーが削除さ
れています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:CreateCluster", 
                "ecs:DeregisterContainerInstance", 
                "ecs:DiscoverPollEndpoint", 
                "ecs:Poll", 
                "ecs:RegisterContainerInstance", 
                "ecs:StartTelemetrySession", 
                "ecs:Submit*", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:BatchWriteItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ECS ロールとアクセス許可の作成
ECS ロールにアタッチするアクセス許可については、[AmazonEC2ContainerServiceロールアクセス許
可ポリシー。ロールを作成し、このアクセス許可ポリシーをアタッチするには、次の手順を実行しま
す。IAM コンソールを使用して最も多くを表示するup-to-dateこのポリシー内のアクセス許可。

Amazon ECS の IAM ロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Roles (ロール)]、[Create Role (ロールの作成)] の順に選択します。
3. [信頼されたエンティティの種類を選択] で、[AWS のサービス] を選択します。
4. [Choose the service that will use this role] (このロールを使用するサービスを選択) で、[Elastic 

Container Service] (伸縮自在コンテナサービス) を選択します。
5. [ユースケースの選択] で [Elastic Container Service] を選択し、[Next: Permissions (次の手順: アクセス

許可)] を選択します。

6. を使用する場合アクセス許可ポリシーで、デフォルトのポリシーのままにします 
(AmazonEC2ContainerServiceロール) を選択し、次へ:レビュー。

7. を使用する場合ロール名で、ロールを識別するのに役立つ値を入力します (例:)。ECSRoleForイーサ
リアム。[ロールの説明] に、簡単な要約を入力します。後で使用するため、ロール名を書き留めてお
きます。

8. [ロールの作成] を選択します。
9. リストから、作成したロールを選択します。アカウントに多数のロールがある場合は、ロール名で検

索できます。
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10. [ロールの ARN] の値をコピーし、再度コピーできるように保存します。Ethereum ネットワークを作
成するときに、この ARN が必要です。

Ethereum リソースへの接続
テンプレートで作成したルートスタックのステータスが [CREATE_COMPLETE] になったら、AWS 
CloudFormation コンソールを使用して Ethereum リソースに接続できます。接続する方法は、選択した 
ECS または docker-local のコンテナプラットフォームによって異なります。

• ECS — ルートスタックの [Output] (出力) タブは、Application Load Balancer で実行されているサービス
へのリンクを提供します。セキュリティ上の理由から、これらの URL に直接アクセスすることはできま
せん。接続するには、要塞ホストを設定し、このホストを使用してプロキシ接続を行います。詳細につ
いては、以下の 踏み台ホストを使用したプロキシ接続 (p. 31) を参照してください。

• docker-local — 以下に示す Ethereum サービスをホストする EC2 インスタンスの IP アドレスを使用し
て接続します。テンプレートで作成したインスタンスの ec2-IP-address を見つけるには、EC2 コン
ソールを使用します。
• EthStats—http://を使うEC2-IP####

• EthExplorer—http://を使うEC2-IP####:8080
• EthJsonRpc—http://を使うEC2-IP####:8545

[Ethereum Network Subnet ID] (テンプレート内で使用する VPC サブネットのリスト) でパブリックサブ
ネットを指定した場合は、直接接続できます。クライアントは、SSH (ポート 22) のインバウンドトラ
フィックの信頼できる送信元である必要があります。これは Ethereum 用の AWS Blockchain Template 
で指定した [EC2 Security Group] (EC2 セキュリティグループ) によって決まります。

プライベートサブネットを指定した場合は、要塞ホストを設定し、このホストを通じてこれらのアドレ
スへのプロキシ接続を行うことができます。詳細については、以下の 踏み台ホストを使用したプロキシ
接続 (p. 31) を参照してください。

踏み台ホストを使用したプロキシ接続
一部の構成では、Ethereum サービスが一般公開されない場合があります。このような場合は、踏み台ホ
ストを介して Ethereum リソースに接続できます。踏み台ホストの詳細については、Linux 踏み台ホストク
イックスタートガイドの Linux 踏み台ホストアーキテクチャを参照してください。

踏み台ホストは EC2 インスタンスです。以下の要件が満たされていることを確認してください。
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• 踏み台ホストの EC2 インスタンスが、[Auto-assign Public IP] (自動割り当てパブリック IP) が有効な状
態でインターネットゲートウェイを持つパブリックサブネット内にある。

• 踏み台ホストに、ssh 接続を許可するキーペアがある。
• 接続するクライアントからのインバウンド SSH トラフィックを許可するセキュリティグループに踏み台

ホストが関連付けられている。
• Ethereum ホストに割り当てられたセキュリティグループ (例えば、ECS がコンテナプラットフォームの

場合は Application Load Balancer、docker-local がコンテナプラットフォームの場合はホスト EC2 イン
スタンス) は、VPC 内のソースからのすべてのポートでのインバウンドトラフィックを許可します。

踏み台ホストを設定したら、接続するクライアントが踏み台ホストをプロキシとして使用していることを
確認します。次の例では、Mac OS を使用してプロキシ接続を設定しています。置換BastionIP踏み台ホ
ストの EC2 インスタンスの IP アドレスとMySshkey.pem踏み台ホストにコピーしたkey pair ファイルを
使用します。

コマンドラインで、以下のように入力します。

ssh -i mySshKey.pem  ec2-user@BastionIP -D 9001

これにより、ローカルマシン上のポート 9001 の踏み台ホストへのポート転送が設定されます。

次に、localhost:9001 の SOCKS プロキシを使用するようにブラウザまたはシステムを設定します。
たとえば、Mac OS を使用して、[システム環境設定]、[ネットワーク]、[詳細]、[SOCKS プロキシ] の順に
選択し、「localhost:9001」と入力します。

を使用するFoxyProxyChromeとの標準、選択その他のツール,拡張機能。[]FoxyProxyStandardで、[の詳
細,拡張オプション,Add New Proxy。[手動プロキシ設定] を選択します。[ホストまたは IP アドレス] に
「localhost」と入力し、[ポート] に「9001」と入力します。[SOCKS Proxy?]、[保存] を選択します。

これで、テンプレート出力で示した Ethereum ホストアドレスに接続できるようになります。

Hyperledger Fabric 用の AWS Blockchain Template 
の使用

Hyperledger Fabric は、チェーンコードというスマートコントラクトを実行するブロックチェーンフレー
ムワークであり、Go で記述されます。Hyperledger Fabric を使用してプライベートネットワークを作
成し、ネットワークに接続して参加できるピアを制限することができます。Hyperledger Fabric の詳細
については、Hyperledger Fabric のドキュメントを参照してください。チェーンコードの詳細について
は、Hyperledger Fabric のドキュメントの Chaincode for Developers (開発者向けのチェーンコード) ト
ピックを参照してください。

Hyperledger Fabric 用の AWS Blockchain Template では docker-local コンテナプラットフォームのみがサ
ポートされているため、Hyperledger Fabric コンテナは単一の EC2 インスタンスにデプロイされます。

起動へのリンク
Hyperledger Fabric のテンプレートを使用して特定のリージョンで AWS CloudFormation を起動するため
のリンクについては、AWS Blockchain Templates の開始方法を参照してください。

Hyperledger Fabric 用の AWS Blockchain Template の
コンポーネント
Hyperledger Fabric 用の AWS Blockchain Template は Docker で EC2 インスタンスを作成し、そのイ
ンスタンスのコンテナを使用して Hyperledger Fabric ネットワークを起動します。ネットワークには 1 
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つの注文サービスと 3 つの組織が含まれており、それぞれが 1 つのピアサービスを持っています。テン
プレートはまた、ブロックチェーンデータを参照するための Hyperledger Explorer コンテナも起動しま
す。PostgreSQL サーバーコンテナが起動されて Hyperledger Explorer をサポートします。

次の図は、テンプレートを使用して作成された Hyperledger Fabric ネットワークを示しています。

前提条件
テンプレートを使用して Hyperledger Fabric ネットワークを起動する前に、以下の要件が満たされている
ことを確認します。

• 使用する IAM の原則 (ユーザーまたはグループ) には、関連するすべてのサービスを処理するためのアク
セス許可が必要です。

• EC2 インスタンスにアクセスするために使用できるキーペア (たとえば、SSH を使用) にアクセスでき
る必要があります。キーは、インスタンスと同じリージョンに存在する必要があります。

• コンテナをプルするための Amazon S3 へのアクセスと Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR) へのアクセスを許可するアクセス許可ポリシーがアタッチされた EC2 インスタンスプロファイル
が必要です。アクセス許可ポリシーの例については、「EC2 インスタンスプロファイルの IAM アクセス
許可の例 (p. 34)」を参照してください。
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• Amazon S3、AWS CloudFormation、および Amazon ECR にアクセスできるように、パブリックサブ
ネット、または NAT ゲートウェイと Elastic IP アドレスを持つプライベートサブネットが Amazon VPC 
ネットワークに必要です。

• SSH を使用してインスタンスに接続する必要がある IP アドレスからの SSH トラフィック (ポート 22) 
を許可するインバウンドルールが EC2 セキュリティグループに必要です。Hyperledger Explorer (ポート 
8080) に接続する必要があるクライアントでも同様です。

EC2 インスタンスプロファイルの IAM アクセス許可の例
Hyperledger Fabric 用の AWS Blockchain Template を使用するときは、EC2 インスタンスプロファイル 
ARN をパラメータの 1 つとして指定します。EC2 のロールとインスタンスプロファイルにアタッチされ
ているアクセス許可ポリシーの開始点として、次のポリシーステートメントを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetRepositoryPolicy", 
                "ecr:DescribeRepositories", 
                "ecr:ListImages", 
                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
} 
   

Hyperledger Fabric のリソースへの接続
テンプレートで作成したルートスタックのステータスが [CREATE_COMPLETE] になったら、EC2 イン
スタンスの Hyperledger Fabric リソースに接続できます。パブリックサブネットを指定した場合は、他の 
EC2 インスタンスと同じように EC2 インスタンスに接続できます。詳細については、Linux インスタンス
用 Amazon EC2 ユーザーガイドの SSH を使用した Linux インスタンスへの接続を参照してください。

プライベートサブネットを指定した場合は、踏み台ホストをセットアップして、Hyperledger Fabric リ
ソースへのプロキシ接続に使用できます。詳細については、以下の 踏み台ホストを使用したプロキシ接
続 (p. 31) を参照してください。

Note

テンプレートは、パブリック IP アドレスを Hyperledger Fabric サービスをホスティングする 
EC2 インスタンスに割り当てますが、指定したプライベートサブネット内のルーティングポリ
シーは、この IP アドレスとパブリックソースとの間のトラフィックを許可しないため、この IP 
アドレスはパブリックにアクセスすることはできません。

踏み台ホストを使用したプロキシ接続
一部の構成では、Hyperledger Fabric サービスが一般公開されない場合があります。このような場合
は、踏み台ホストを介して Hyperledger Fabric リソースに接続できます。踏み台ホストの詳細について
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は、Linux 踏み台ホストクイックスタートガイドの Linux 踏み台ホストアーキテクチャを参照してくださ
い。

踏み台ホストは EC2 インスタンスです。以下の要件が満たされていることを確認してください。

• 踏み台ホストの EC2 インスタンスが、[Auto-assign Public IP] (自動割り当てパブリック IP) が有効な状
態でインターネットゲートウェイを持つパブリックサブネット内にある。

• 踏み台ホストに、ssh 接続を許可するキーペアがある。
• 接続するクライアントからのインバウンド SSH トラフィックを許可するセキュリティグループに踏み台

ホストが関連付けられている。
• Hyperledger Fabric ホストに割り当てられたセキュリティグループ (例えば、ECS がコンテナプラット

フォームの場合は Application Load Balancer、docker-local がコンテナプラットフォームの場合はホスト 
EC2 インスタンス) は、VPC 内のソースからのすべてのポートでのインバウンドトラフィックを許可し
ます。

踏み台ホストを設定したら、接続するクライアントが踏み台ホストをプロキシとして使用していることを
確認します。次の例では、Mac OS を使用してプロキシ接続を設定しています。置換BastionIP踏み台ホ
ストの EC2 インスタンスの IP アドレスとMySshkey.pem踏み台ホストにコピーしたkey pair ファイルと
コピーしたキーペアファイルを使用します。

コマンドラインで、以下のように入力します。

ssh -i mySshKey.pem  ec2-user@BastionIP -D 9001

これにより、ローカルマシン上のポート 9001 の踏み台ホストへのポート転送が設定されます。

次に、localhost:9001 の SOCKS プロキシを使用するようにブラウザまたはシステムを設定します。
たとえば、Mac OS を使用して、[システム環境設定]、[ネットワーク]、[詳細]、[SOCKS プロキシ] の順に
選択し、「localhost:9001」と入力します。

を使用するFoxyProxyChromeとの標準、選択その他のツール,拡張機能。[]FoxyProxyStandard、の詳
細,拡張オプション,Add New Proxy。[手動プロキシ設定] を選択します。[ホストまたは IP アドレス] に
「localhost」と入力し、[ポート] に「9001」と入力します。[SOCKS Proxy?]、[保存] を選択します。

これで、テンプレート出力で示した Hyperledger Fabric ホストアドレスに接続できるようになります。
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ドキュメント履歴
以下の表は、このガイドのドキュメントの変更点をまとめたものです。

ドキュメントの最終更新日: 2019 年 5 月 1 日

変更 説明 日付

AWS Blockchain Templates とは AWS Blockchain Templates は 
2019 年 4 月 30 日に廃止され
ました。本サービスまたはこの
補足資料については、これ以上
の更新は行われません。マネー
ジドブロックチェーンを最大限
に活用するにはAWS、Amazon 
Managed Blockchain (AMB) を使
用することをお勧めします。

2019 年 5 月 1 日

要塞ホストの更新。 要塞ホストの追加に関する入門
チュートリアルと Ethereum の前
提条件の要件を変更しました。
これにより、内部ロードバラン
サー (ECS プラットフォームを
使用した場合) と EC2 インスタ
ンス (docker-local を使用した場
合) を介して提供されるウェブリ
ソースにアクセスできます。

2018 年 5 月 3 日

ガイドを作成。 AWS Blockchain Templates の初
期リリースをサポートする新し
い開発者ガイド。

2018 年 4 月 19 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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