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自動アプリテスト

AWS Device Farm とは何ですか?
Device Farm は、アマゾン ウェブ サービス (AWS) によりホストされている実際の物理的な電話やタブ
レットで、Android や iOS、およびウェブアプリケーションをテストしてやり取りできるアプリケーショ
ンテストサービスです。
Device Farm を使用する方法は 2 つあります。
• さまざまなテストフレームワークを使用したアプリケーションの自動テスト
• 読み込み、実行、リアルタイムでアプリケーションとやり取り可能なデバイスへのリモートアクセス。

Note
Device Farm は、us-west-2 (オレゴン) リージョンでのみ使用可能です。

自動アプリテスト
Device Farm により、独自のテストをアップロードしたり、組み込まれているスクリプトフリーの互換性
テストを使用できます。テストは並列実行されるため、テストは複数のデバイスで数分のうちに開始され
ます。
テストが完了すると、ハイレベルの結果、低レベルのログを含むテストレポート、 pixel-to-pixel スクリー
ンショット、およびパフォーマンスデータが更新されます。
Device Farm は、ネイティブかつハイブリッドな Android アプリケーション、および iOS アプリケーショ
ン、PhoneGap、Titanium、Xamarin、Unity、およびその他のフレームワークで作成されたもののテスト
をサポートしています。インタラクティブなテスト用に Android アプリケーションおよび iOS アプリケー
ションのリモートアクセスをサポートしています。サポートされているテストタイプの詳細については、
「AWS Device Farm のテストタイプでの作業 (p. 54)」を参照してください。

リモートアクセスの操作
リモートアクセスを使用すると、ウェブブラウザを介してリアルタイムでデバイスのスワイプ、ジェス
チャ、および操作を行うことができます。デバイスのリアルタイムでの操作が役立つ状況は数多くありま
す。例えば、カスタマーサービス担当者は、デバイスの使用やセットアップを通してお客様に案内するこ
とができます。また、特定のデバイスで実行されているアプリケーションの使用を通して、お客様に説明
することもできます。リモートアクセスセッションで実行されているデバイスにアプリケーションをイン
ストールでき、お客様の問題や報告されたバグを再現できます。
リモートアクセスセッション中、Device Farm は、デバイスとのやり取りで実行されたアクションの詳細
を収集します。セッションの終了時に、これらの詳細を含むログとセッションの動画キャプチャが生成さ
れます。

用語
Device Farm では、情報を整理する方法を定義する、次の用語が導入されます。
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設定

デバイスプール
プラットフォーム、製造元、モデルなど、一般的に類似した特性を共有するデバイスのコレクショ
ン。
ジョブ
1 つのデバイスに対して単一アプリケーションをテストするための Device Farm へのリクエスト。
ジョブは、1 つ以上のスイートで構成されます。
計測
デバイスの請求を指します。ドキュメントおよび API リファレンスの「測定デバイス」または「測定
対象外デバイス」へのリファレンスが表示されます。料金の詳細については、「AWS Device Farm 料
金表」を参照してください。
プロジェクト
実行を含む論理ワークスペース、1 つ以上のデバイスに対する単一のアプリケーションのテストごと
に 1 つずつ実行。プロジェクトを使用すると、選択した任意の方法でワークスペースを整理できま
す。例えば、アプリケーションのタイトルごとに 1 つのプロジェクトがある場合もあれば、プラット
フォームごとに 1 つのプロジェクトがある場合もあります。プロジェクトは必要な数だけ作成できま
す。
レポート
これには、実行に関する情報、1 つ以上のデバイスに対して単一アプリケーションをテストするため
の、Device Farm に対するリクエストが含まれます。詳細については、「AWS Device Farm でのレ
ポート (p. 17)」を参照してください。
run
特定の一連のデバイスで実行される、アプリケーションの特定のビルド、特定の一連のテスト。実行
によって、結果のレポートが生成されます。実行は、1 つ以上のジョブで構成されます。詳細につい
ては、「実行 (p. 15)」を参照してください。
session
ウェブブラウザを通した実際の物理デバイスとのリアルタイムのやり取りです。詳細については、
「セッション (p. 18)」を参照してください。
スイート
テストパッケージ内の階層構造のテストです。スイートは、1 つ以上のテストで構成されます。
テスト
テストパッケージ内の個別のテストケース。
Device Farm の詳細については、「概念 (p. 13)」を参照してください。

設定
Device Farm を使用するには、「セットアップ (p. 3)」を参照してください。
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ステップ 1: AWS にサインアップする

AWS Device Farm のセットアップ
Device Farm を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行する必要があります。
トピック
• ステップ 1: AWS にサインアップする (p. 3)
• ステップ 2:AWS アカウントの IAM ユーザーを作成または使用します。 (p. 3)
• ステップ 3: IAM ユーザーに Device Farm へのアクセス許可を付与する (p. 3)
• 次のステップ (p. 4)

ステップ 1: AWS にサインアップする
Amazon Web Services にサインアップします (AWS)。
以下がない場合は、以下のステップを実行して AWS アカウント を作成します。

AWS アカウント にサインアップするには
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。

2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。
AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーには、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。

ステップ 2:AWS アカウントの IAM ユーザーを作成
または使用します。
Device Farm へのアクセスには、AWS ルートアカウントは使用しないことをお勧めします。代わり
に、AWS アカウントに AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを作成 (または既存のユー
ザーを使用) し、その IAM ユーザーで Device Farm にアクセスします。
詳細については、「IAM ユーザーの作成 (AWS Management Console)」を参照してください。

ステップ 3: IAM ユーザーに Device Farm へのアク
セス許可を付与する
IAM ユーザーに Device Farm へのアクセス許可を付与します。そのためには、IAM で新しいアクセスポリ
シーを作成後、そのアクセスポリシーを以下のように IAM ユーザーに割り当てます。
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次のステップ

Note
次のステップを完了するために使用する AWS ルートアカウントまたは IAM ユーザーには、次の
IAM ポリシーを作成し、その IAM ユーザーにアタッチするアクセス許可が付与されている必要が
あります。詳細については、「ポリシーの使用」を参照してください。
1.

次の JSON 本文を使用してポリシーを作成します。DeviceFarmAdmin次のようなわかりやすいタイ
トルを付けてください。
{

}

2.

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

IAM ポリシーの作成の詳細については、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。
作成した IAM ポリシーを新しいユーザーにアタッチします。ユーザーに IAM ポリシーをアタッチす
る方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの追加と削除」を参照してくださ
い。

ポリシーをアタッチすることで、IAM ユーザーには、その IAM ユーザーに関連付けられたすべての
Device Farm アクションとリソースへのアクセス許可が付与されます。限定された一連の Device Farm ア
クションとリソースに IAM ユーザーを制限する方法については、「AWS Device Farm でのアイデンティ
ティ管理とアクセス管理 (p. 200)」を参照してください。

次のステップ
これで Device Farm の使用を開始する準備ができました。GETsでスタートしたDevice Farm (p. 5) を
参照してください。
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前提条件

GETsでスタートしたDevice Farm
このチュートリアルでは、Device Farm を使用してネイティブ Android または iOS アプリケーションをテ
ストする方法を示します。Device Farm コンソールを使用して、プロジェクトを作成後 .apk または .ipa
ファイルをアップロードし、一連のスタンダードテストを実行してその結果を表示します。

Note
Device Farm は、us-west-2 (オレゴン) AWS リージョンでのみ使用可能です。
トピック
• 前提条件 (p. 5)
• ステップ 1: コンソールにサインインする (p. 5)
• ステップ 2: の作成pプロジェクト (p. 5)
• ステップ 3: 作成してsタルトar国連 (p. 6)
• ステップ 4: を表示するrunr結果 (p. 7)
• 次sステップ (p. 7)

前提条件
作業を開始する前に、次の要件を満たしていることを確認してください。
• セットアップ (p. 3) の各ステップを実行します。Device Farm にアクセスするには、AWS アカウント、
およびアクセス許可を有する AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーが必要です。
• Android の場合は、.apk (Android アプリケーションパッケージ) ファイルが必要です。iOS の場合
は、.ipa (iOS アプリアーカイブ) ファイルが必要です。このチュートリアルでは、後でこのファイルを
Device Farm にアップロードします。

Note
.ipa ファイルがシミュレーター用ではなく iOS デバイス用に作成されていることを確認しま
す。
• (オプション) それを Device Farm がサポートするいずれかのテストフレームワークから 1 つのテストが
必要です。このテストパッケージを Device Farm にアップロードして、このチュートリアルでは、後で
テストを実行します。使用可能なテストパッケージがない場合、スタンダード組み込みテストスイート
を指定し、実行できます。詳細については、「AWS Device Farm のテストタイプでの作業 (p. 54)」
を参照してください。

ステップ 1: コンソールにサインインする
Device Farm コンソールを使用して、テストのためにプロジェクトや実行を作成および管理できます。プ
ロジェクトや実行については、このチュートリアルの後半で説明します。
•

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

ステップ 2: の作成pプロジェクト
Device Farm でアプリケーションをテストするには、まずプロジェクトを作成する必要があります。
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ステップ 3: 作成してsタルトar国連

1.

ナビゲーションペインにある、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択し、そして
次に、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

2.

[Mobile Device Testing Projects] (モバイルデバイステストプロジェクト) の下にある、[New project]
(新しいプロジェクト) を選択します。

3.

[Create project] (プロジェクトの作成) の下にある、[Project Name] (プロジェクト名) (例え
ば、MyDemoProject) と入力します。

4.

[Create] (作成) を選択します。
コンソールが、新しく作成したプロジェクトの [Automated tests] (自動テスト) ページを開きます。

ステップ 3: 作成してsタルトar国連
プロジェクトがあるため、実行を作成して開始することができます。詳細については、「実行 (p. 15)」
を参照してください。
1.

[Automated tests] (自動テスト) ページで、[Create a new run] (新しいランの作成) を選択します。

2.

[Choose application] (アプリケーションの選択) ページで、[Mobile App] (モバイルアプリケーション)
の下にある、[Choose File] (ファイルの選択) を選択して、コンピュータから Android (.apk) または
iOS (.ipa) ファイルを選択します。または、コンピュータからファイルをドラッグしてコンソールにド
ロップします。

3.

my first test などの [Run name] (実行名) を入力します。デフォルトで、Device Farm コンソー
ルはファイル名を使用します。

4.

[Next] (次へ) を選択します。

5.

[Configure] (設定) ページで、[Setup test framework] (テストフレームワークのセットアップ) の下にあ
る、[テストフレームワーク] または組み込みの テストスイートのいずれかを選択します。各オプショ
ンの詳細については、「テストタイプとフレームワーク (p. 54)」を参照してください。
•

Device Farm のテストをまだパッケージしていない場合は、組み込み: ファズ標準の組み込みテス
トスイートを実行します。[Event count] (イベントの数)、[Event throttle] (イベントスロットル)、
および [Randomasizer seed] (Randomasizer シード) にデフォルト値をそのまま使用できます。
詳細については、the section called “組み込みのファズ（Android および iOS）” (p. 77) を参照
してください。

•

サポートされているテストフレームワークのいずれかのテストパッケージがある場合は、対応す
るテストフレームワークを選択し、テストを含むファイルをアップロードします。

6.

[Next] (次へ) を選択します。

7.

[Select devices] (デバイスの選択) ページの、[Device pool] (デバイスプール) で、[Top Devices] (上位
デバイス) を選択します。

8.

[Next] (次へ) を選択します。

9.

[Specify device state] (デバイスの状態を指定) ページで、次のいずれかを実行します。
•

Device Farm の実行中に使用する追加データを提供するには、[Add extra data] (追加データの追
加) の下にある、.zip ファイルをアップロードします。

•

実行のために他のアプリケーションをインストールするには、[Install other apps] (その他アプリ
ケーションのインストール) の下にある、アプリケーションの .apk または .ipa ファイルをアッ
プロードします。インストールの順序を変更するには、ファイルをドラッグアンドドロップしま
す。

•

実行のために Wi-Fi、ブルートゥース、GPS、または NFC 無線を作動させるには、[Set radio
states] (無線状態の設定) の下にある、対応するチェックボックスをオンにします。

Note
デバイスの無線状態の設定は、現時点では Android ネイティブテストにのみ使用できま
す。
API バージョン 2015-06-23
6

AWS Device Farm デベロッパーガイド
ステップ 4: を表示するrunr結果

•

実行中に場所固有の動作をテストするには、[Device location] (デバイスの場所) の下にある、プリ
セットの [緯度] (Latitude) および [経度] (Longitude) 座標を指定します。

•

実行のためにデバイスの言語とリージョンをプリセットするには、[Device locale] (デバイスロ
ケール) の下にある、ロケールを選択します。

•

実行のためにネットワークプロファイルをプリセットするには、[Network profile] (ネットワーク
プロファイル) の下にある、キュレーションされたプロファイルを選択します。または、[Create
network profile] (ネットワークプロファイルの作成) を選択して、独自のものを作成します。

10. [Next] (次へ) を選択します。
11. [Review and start run] (ランを確認して開始する) ページで、[Confirm and start] (確定して実行を開始)
を選択します。
Device Farm は、デバイスが利用可能になると、通常数分以内に実行を開始します。実行ステータスを
表示するには、プロジェクトの [Automated tests] (自動テスト) ページで、実行の名前を選択します。
[Devices] (デバイス) の下のある実行ページで、各デバイスは、デバイステーブル内の保留中アイコ
ン で起動して、テストが始まると、実行中のアイコン
に切り替えます。各テストが終了すると、コ
ンソールでは、テスト結果のアイコン がデバイス名の横に表示されます。すべてのテストが完了すると、
実行の横にある保留中のアイコンがテスト結果アイコンに変わります。

ステップ 4: を表示するrunr結果
実行からテスト結果を表示するには、プロジェクトの [Automated tests] (自動テスト) ページで、実行の名
前を選択します。概要のページが表示されます。
• 結果ごとのテストの合計数。
• 固有の警告または障害があるテストの一覧。
• それぞれのテスト結果が付いたデバイスの一覧。
• 実行時にキャプチャされたスクリーンショット、デバイス別にグループ化。
• 解析結果をダウンロードするためのセクション。
詳細については、「Device Farm でのテストレポートの使用 (p. 42)」を参照してください。

次sステップ
Device Farm の詳細については、「概念 (p. 13)」を参照してください。
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購入d.デバイスslotcコンソール)

a を購入するd.デバイスslotDevice
Farm
デバイススロットを購入するには、Device Farm コンソール、 AWS Command Line Interface (AWS
CLI)、または Device Farm API が使用できます。
トピック
• 購入d.デバイスslotcコンソール) (p. 8)
• a を購入するd.デバイスslotAWS CLI) (p. 9)
• a を購入するd.デバイスsロット (API) (p. 12)

購入d.デバイスslotcコンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

ナビゲーション ペインにある、 [Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択し、そし
て次に、[Device slots] (デバイススロット) を選択します。
[Purchase and manage device slots] (デバイススロットの購入と管理) ページでは、購入する
[Automated testing] (自動テスト) デバイスおよび [Remote access] (リモートアクセス) デバイスのス
ロットの数を選択することで、独自のカスタムパッケージを作成できます。現在および次の請求期間
の両方にスロットの量を指定します。

3.

スロットの量を変更すると、テキストが、請求金額によって動的に更新します。詳細については、
「」を参照してください。AWS Device Farmpライシング。

Important
デバイススロットの数を変更したけれども、[contact us] (お問い合わせ) または [Contact us
to purchase] (購入のお問い合わせ) のメッセージが表示された場合は、AWS アカウントでリ
クエストしたデバイススロット数を購入する承認がまだ得られていません。
これらのオプションにより、Device Farm サポートチームに E メールを送信するように求め
られます。E メールで、購入を希望する各デバイスタイプの数、および請求サイクルについ
て指定します。

Note
デバイススロットを変更すると、アカウント全体に適用され、すべてのプロジェクトに影響
します。

API バージョン 2015-06-23
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4.

[Purchase] (購入) を選択します。 [Confirm purchase] (購入の確認) ウインドウが表示します。情報を
確認してから、[Confirm] (確認) を選択して、トランザクションを完了します。

[Purchase and manage device slots] (デバイススロットの購入と管理) ページで、現在所有するデバイスス
ロットの数を確認できます。スロット数に増減がある場合は、変更を行った日付から 1 か月後に持つこと
になるスロットの数が表示されます。

a を購入するd.デバイスslotAWS CLI)
サービスを購入するには、purchase-offering コマンドを実行することができます。
購入できるデバイススロットの最大数や、無料試用期間の残存数を含む Device Farm のアカウント設定を
一覧表示するには、get-account-settings コマンドを実行します。以下のような出力結果が表示されるはず
です。
{

}

"accountSettings": {
"maxSlots": {
"GUID": 1,
"GUID": 1,
"GUID": 1,
"GUID": 1
},
"unmeteredRemoteAccessDevices": {
"ANDROID": 0,
"IOS": 0
},
"maxJobTimeoutMinutes": 150,
"trialMinutes": {
"total": 1000.0,
"remaining": 954.1
},
"defaultJobTimeoutMinutes": 150,
"awsAccountNumber": "AWS-ACCOUNT-NUMBER",
"unmeteredDevices": {
"ANDROID": 0,
"IOS": 0
}
}
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利用可能なデバイススロットのサービスを一覧表示するには、list-offerings コマンドを実行します。次の
ような出力が表示されます。
{

"offerings": [
{
"recurringCharges": [
{
"cost": {
"amount": 250.0,
"currencyCode": "USD"
},
"frequency": "MONTHLY"
}
],
"platform": "IOS",
"type": "RECURRING",
"id": "GUID",
"description": "iOS Unmetered Device Slot"
},
{
"recurringCharges": [
{
"cost": {
"amount": 250.0,
"currencyCode": "USD"
},
"frequency": "MONTHLY"
}
],
"platform": "ANDROID",
"type": "RECURRING",
"id": "GUID",
"description": "Android Unmetered Device Slot"
},
{
"recurringCharges": [
{
"cost": {
"amount": 250.0,
"currencyCode": "USD"
},
"frequency": "MONTHLY"
}
],
"platform": "ANDROID",
"type": "RECURRING",
"id": "GUID",
"description": "Android Remote Access Unmetered Device Slot"
},
{
"recurringCharges": [
{
"cost": {
"amount": 250.0,
"currencyCode": "USD"
},
"frequency": "MONTHLY"
}
],
"platform": "IOS",
"type": "RECURRING",
"id": "GUID",
"description": "iOS Remote Access Unmetered Device Slot"
}
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}

]

利用可能な提案されているプロモーションを一覧表示するには、list-offering-promotions コマンドを実行し
ます。

Note
このコマンドでは、未購入のプロモーションのみ戻ります。任意のプロモーションを使用して 1
つまたは複数のスロットをサービスから購入すると、そのプロモーションは結果に表示されなく
なります。
次のような出力が表示されます。
{

}

"offeringPromotions": [
{
"id": "2FREEMONTHS",
"description": "New device slot customers get 3 months for the price of 1."
}
]

サービスのステータスを取得するには、get-offering-status コマンドを実行します。次のような出力が表示
されます。
{

"current": {
"GUID": {
"offering": {
"platform": "IOS",
"type": "RECURRING",
"id": "GUID",
"description": "iOS Unmetered Device Slot"
},
"quantity": 1
},
"GUID": {
"offering": {
"platform": "ANDROID",
"type": "RECURRING",
"id": "GUID",
"description": "Android Unmetered Device Slot"
},
"quantity": 1
}
},
"nextPeriod": {
"GUID": {
"effectiveOn": 1459468800.0,
"offering": {
"platform": "IOS",
"type": "RECURRING",
"id": "GUID",
"description": "iOS Unmetered Device Slot"
},
"quantity": 1
},
"GUID": {
"effectiveOn": 1459468800.0,
"offering": {
"platform": "ANDROID",
"type": "RECURRING",
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"id": "GUID",
"description": "Android Unmetered Device Slot"

}

}

}

},
"quantity": 1

-renew-offeringそしてlist-offering-transactions コマンドはこの機能にも使用できます。詳細については、
「AWS CLI リファレンス (p. 122)」を参照してください。

a を購入するd.デバイスsロット (API)
1.

アカウント設定を一覧表示するには、GetAccountSettings オペレーションを呼び出します。

2.

利用可能なデバイススロットのサービスを一覧表示するには、ListOfferings オペレーションを呼び出
します。

3.

利用可能なサービスのプロモーションを一覧表示するには、ListOfferingPromotions オペレーションを
呼び出します。

Note

4.
5.

このコマンドでは、未購入のプロモーションのみ戻ります。任意のサービスプロモーション
を使用して 1 つまたは複数のスロットを購入すると、そのプロモーションは結果に表示され
なくなります。
サービスを購入するには、PurchaseOffering オペレーションを呼び出します。
サービスのステータスを取得するには、GetOfferingStatus オペレーションを呼び出します。

RenewOffering および ListOfferingTransactions はこのコマンドにも使用できます。
Device Farm API の使用についての詳細は、「Device Farm の自動化 (p. 124)」を参照してください。
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AWS Device Farm
このセクションでは、Device Farm の重要な概念について説明します。
• AWS Device Farm でのデバイスサポート (p. 13)
• テスト環境 (p. 14)
• 実行 (p. 15)
• AWS Device Farm でのレポート (p. 17)
• セッション (p. 18)
Device Farm でサポートされているテストタイプの詳細については、「AWS Device Farm のテストタイプ
での作業 (p. 54)」を参照してください。

AWS Device Farm でのデバイスサポート
以下のセクションには、Device Farm の上記のデバイスサポート情報が含まれます。
トピック
• サポートされるデバイス (p. 13)
• デバイスプール (p. 13)
• プライベートデバイス (p. 13)
• デバイスのブランド化 (p. 14)
• デバイススロット (p. 14)
• プリインストールされたデバイスアプリ (p. 14)
• デバイス機能 (p. 14)

サポートされるデバイス
Device Farm は、よく使用される一意の何百もの Android、iOS デバイスとオペレーティングシステムの組
み合わせをサポートします。利用可能なデバイスのリストは、新しいデバイスが市場に参入するにつれて
増加します。デバイスの完全なリストは、「デバイスリスト」を参照してください。

デバイスプール
Device Farm は、デバイスをテスト用に使用できるデバイスプールに整理します。これらのデバイスプー
ルには、Android または iOS でのみ実行されるデバイスなど、関連するデバイスが含まれます。Device
Farm は、最上位のデバイス用など、精選されたデバイスプールを提供します。パブリックデバイスとプ
ライベートデバイスを混合したデバイスプールを作成することもできます。

プライベートデバイス
プライベートデバイスでは、テストのニーズに応じた厳密なハードウェアとソフトウェアの構成を指定で
きます。各プライベートデバイスは、Amazon データセンターで Device Farm がユーザーに代わってデプ
ロイする物理デバイスです。プライベートデバイスは自分専用で、自動化されたテストと手動テストの両
API バージョン 2015-06-23
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方に使用できます。サブスクリプションを終了することを選択したら、ご使用の環境からハードウェアが
削除されます。詳細については、「プライベートデバイス」および「AWS Device Farm ファームでのプラ
イベートデバイスの使用 (p. 94)」を参照してください。

デバイスのブランド化
Device Farm は、OEM ブランドおよびキャリアブランドの両方である物理的、非ルートデバイスでテスト
を実行します。

デバイススロット
デバイススロットは、購入したデバイススロットの数によってテストまたはリモートアクセスセッション
で実行できるデバイスの数を決定する同時実行に対応しています。
デバイススロットには、次の 2 種類あります。
• リモートアクセスデバイススロットはリモートアクセスセッションで同時に実行できるスロットです。
1 つのリモートアクセスデバイススロットがある場合は、一度に 1 つのリモートアクセスセッションし
か実行できません。追加のリモートテストデバイススロットを購入すると、複数のセッションを同時に
実行することができます。
• 自動テストデバイススロットは、テストを同時に実行できるスロットです。
1 つの自動テストデバイススロットがある場合、テストは、一度に 1 つのデバイスでのみ実行すること
ができます。追加の自動テストデバイススロットを購入すると、複数のデバイスで複数のテストを同時
に実行し、テスト結果を迅速に取得できます。
デバイスファミリー (自動テスト用の Android または iOS デバイス、および、リモートアクセス用の
Android または iOS デバイス) に基づいてデバイススロットを購入できます。詳細については、「Device
Farm 料金表」を参照してください。

プリインストールされたデバイスアプリ
Device Farm のデバイスには、メーカーやキャリアによって既にインストールされているアプリケーショ
ンがいくつか含まれています。

デバイス機能
デバイスはいずれも、インターネットに Wi-Fi 接続することができます。それらにはキャリア接続がな
く、電話をかけたり SMS メッセージを送信することはできません。
前面または背面のカメラをサポートする任意のデバイスで写真を撮ることができます。デバイスのマウン
ト方法により、写真が暗く、ぼやける場合があります。
Google Play サービスはサポートされているデバイスにはインストールされていますが、これらのデバイ
スには有効な Google アカウントはありません。

AWS Device Farm でのテスト環境
AWS Device Farm では、自動化テストの実行用にカスタムテスト環境と標準テスト環境の両方が用意さ
れています。自動化テストを完全にコントロールするには、カスタムのテスト環境を選択します。また
は、Device Farm のデフォルト標準テスト環境が選択できます。このテスト環境では、自動化テストス
イートの各テストを細かくレポートすることができます。
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14

AWS Device Farm デベロッパーガイド
標準のテスト環境

トピック
• 標準のテスト環境 (p. 15)
• カスタムテスト環境 (p. 15)

標準のテスト環境
標準環境でテストを実行する場合、Device Farm では、テストスイートのすべてのケースで詳細なログ
またはレポートが用意されています。アプリケーションの問題を特定し、修正するには、各テストのパ
フォーマンスデータ、動画、スクリーンショット、ログを表示します。

Note
Device Farm では、標準環境で細かいレポートを提供するため、テスト実行時間は、ローカルに
テストを実行する場合よりも長くなる場合があります。実行時間を早めるには、カスタムのテス
ト環境でテストを実行します。

カスタムテスト環境
テスト環境をカスタマイズする場合は、テストを実行するために Device Farm で実行するコマンドを
指定できます。これにより確実に、ローカルマシン上でテストを実行した場合と同様に、Device Farm
のテストを実行することができます。このモードでテストを実行して、テストのライブログおよびビデ
オストリーミングを有効にすることもできます。カスタマイズされたテスト環境でテストを実行する場
合、各テストケースの細かいレポートは取得できません。詳細については、「カスタムテスト環境での作
業 (p. 79)」を参照してください。
Device Farm コンソール、AWS CLI、または Device Farm API を使用してテストランを作成する場合、オ
プションでカスタムのテスト環境を使用できます。
詳細については、「AWS CLI を使用したカスタムテストスペックのアップロード」および「Device Farm
でテストランを作成する (p. 23)」を参照してください。

AWS Device Farm での実行
次のセクションには、Device Farm での実行に関する情報が含まれています。
Device Farm の実行により、特定の一連のテストを使用して、特定の一連のデバイスで実行されるアプリ
ケーションの特定のビルドが表されます。実行により、実行の結果に関する情報を含むレポートが作成さ
れます。実行は、1 つ以上のジョブで構成されます。
トピック
• 実行設定 (p. 16)
• ファイルの保持を実行する (p. 16)
• デバイスの実行状態 (p. 16)
• 並列実行 (p. 16)
• 実行タイムアウトを設定する (p. 16)
• 計測アプリ (p. 16)
• 実行中のアプリに再署名する (p. 16)
• 実行中の難読化されたアプリ (p. 17)
• 実行中の広告 (p. 17)
• 実行中のメディア (p. 17)
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• 実行の一般的なタスク (p. 17)

実行設定
実行の一部として、Device Farm が現在のデバイス設定を上書きするために使用できる設定を提供できま
す。これには、緯度と経度の座標、ロケール、ラジオの状態 (Bluetooth、GPS、NFC、Wi-Fi など)、追加
データ (.zip ファイルに含まれる)、補助アプリケーション (アプリケーションをテストする前にインストー
ルする必要のあるアプリ) が含まれます。

ファイルの保持を実行する
Device Farm は、アプリケーションやファイルを 30 日間保存し、その後システムから削除します。ただ
し、いつでもファイルを削除することができます。
Device Farm は、実行結果、ログ、およびスクリーンショットを 400 日間保存し、その後システムから削
除します。

デバイスの実行状態
Device Farm では、次のジョブで使用可能になる前に、常にデバイスを再起動します。

並列実行
Device Farm はデバイスが使用可能になると、並行してテストを実行します。

実行タイムアウトを設定する
各デバイスのテストの実行を停止するまでのテストランの実行時間の値を設定することができます。例え
ば、テストが完了するまでにデバイスあたり 20 分かかる場合、デバイスあたり 30 分のタイムアウトを選
択する必要があります。
詳細については、「AWS Device Farm でのテストラン実行タイムアウトの設定について (p. 33)」を参
照してください。

計測アプリ
アプリケーションを計測したり、アプリケーションのソースコードを Device Farm に提供する必要はあり
ません。Android アプリケーションは変更なしで送信できます。iOS アプリケーションは、シミュレータ
ではなく、iOS デバイスターゲットで作成する必要があります。

実行中のアプリに再署名する
iOS アプリケーションの場合、プロビジョニングプロファイルに Device Farm UUID を追加する必要はあ
りません。Device Farm は、組み込みプロビジョニングプロファイルをワイルドカードプロファイルに
置き換え、アプリケーションに再署名します。補助データを提供する場合、Device Farm では、Device
Farm がインストールする前にそれをアプリケーションのパッケージに追加し、その補助データがアプリ
ケーションのサンドボックスに存在するようにします。アプリに再署名すると、アプリグループ、関連
ドメイン、ゲームセンターなどの資格が削除されます。 HealthKit, HomeKit、ワイヤレスアクセサリー設
定、Assocation Assocation、Apple Pay、プッシュ通知、VPN 設定と制御が含まれます。
Android アプリケーションの場合、Device Farm がアプリケーションに再署名します。これによ
り、Google Maps Android API などのアプリの署名に依存する機能が破損するか、次のような製品から著
作権侵害や不正使用を検出する可能性があります。 DexGuard。
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実行中の難読化されたアプリ
Android アプリケーションでは、アプリが難読化された場合、Device Farm でテストできます。
ProGuard。しかし、もしあなたが DexGuard 著作権侵害対策を併用すると、Device Farm は再署名してア
プリケーションに対してテストを実行できなくなります。

実行中の広告
Device Farm にアップロードする前に、アプリケーションから広告を削除することをおすすめします。実
行中に広告が表示されることは保証できません。

実行中のメディア
アプリケーションに付随するメディアやその他のデータを提供することができます。追加データは、4 GB
以下のサイズの .zip ファイルで提供する必要があります。

実行の一般的なタスク
詳細については、Device Farm でテストランを作成する (p. 23) および AWS Device Farm でのテストラ
ン作業 (p. 23) を参照してください。

AWS Device Farm でのレポート
以下のセクションでは、Device Farm のテストレポートについて説明します。
トピック
• レポート保持期間 (p. 17)
• レポートコンポーネント (p. 17)
• レポート内のパフォーマンスサンプル (p. 17)
• レポートのログ (p. 18)
• レポートの一般的なタスク (p. 18)

レポート保持期間
Device Farm は 400 日間レポートを保存します。これらのレポートには、メタデータ、ログ、スクリーン
ショット、パフォーマンスデータが含まれます。

レポートコンポーネント
Device Farm のレポートには、成功および失敗情報、クラッシュレポート、テストとデバイスのログ、ス
クリーンショット、およびパフォーマンスデータが含まれています。
レポートには、デバイス別の詳細データとハイレベルの結果の両方が含まれます (例: 特定の問題の出現回
数)。

レポート内のパフォーマンスサンプル
テストランの実行中、Device Farm はパフォーマンスサンプルを毎秒キャプチャします。
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レポートのログ
レポートには、Android テストの完全な logcat キャプチャ、および iOS テストの完全なデバイスコンソー
ルログが含まれます。

レポートの一般的なタスク
詳細については、Device Farm でのテストレポートの使用 (p. 42)を参照してください。

AWS Device Farm でのセッション
ウェブブラウザのリモートアクセスセッションを使用して、Android および iOS のアプリケーションのイ
ンタラクティブなテストを実行するには、Device Farm を使用します。このようなインタラクティブなテ
ストは、エンジニアが電話でお客様の問題に対応するのに役立ちます。開発者は問題の原因を分離するた
めに、特定のデバイスで問題を再現できます。リモートセッションを使用して、ターゲットとするお客様
と共にユーザビリティテストを実施できます。
トピック
• リモートアクセス用のサポートデバイス (p. 18)
• セッションファイル保持期限 (p. 18)
• 計測アプリ (p. 18)
• セッション中のアプリに再署名する (p. 18)
• セッション中の難読化されたアプリ (p. 19)

リモートアクセス用のサポートデバイス
Device Farm では、よく使用される一意な多数の Android および iOS デバイスがサポートされています。
利用可能なデバイスのリストは、新しいデバイスが市場に参入するにつれて増加します。Device Farm コ
ンソールには、リモートアクセスで利用可能な Android および iOS デバイスの最新のリストが表示されま
す。詳細については、「AWS Device Farm でのデバイスサポート (p. 13)」を参照してください。

セッションファイル保持期限
Device Farm は、アプリケーションやファイルを 30 日間保存し、その後システムから削除します。ただ
し、いつでもファイルを削除することができます。
Device Farm は、セッションログおよびキャプチャしたビデオを 400 日間保存し、その後システムから削
除します。

計測アプリ
アプリケーションを計測したり、アプリケーションのソースコードを Device Farm に提供する必要はあり
ません。Android および iOS のアプリケーションは変更せずに送信できます。

セッション中のアプリに再署名する
Device Farm によって、Android と iOS のアプリケーションの両方に再署名されます。これにより、アプ
リケーションの署名に依存する機能が無効になる可能性があります。例えば、Android の Google マップの
API は、アプリケーションの署名に依存しています。アプリの再署名を行うことで、次のような製品から
の著作権侵害や不正使用を検出することもできます。 DexGuard Android デバイス用の場合。
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セッション中の難読化されたアプリ
Android アプリでは、アプリが難読化された場合、を使用すれば、Device Farm でテストできます。
ProGuard。しかし、もしあなたが DexGuard 著作権侵害対策を併用した場合、Device Farm はアプリの再
署名を行うことはできません。
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AWS Device Farm でプロジェクトを
作業する
Device Farm の 1 つのプロジェクトによって、実行を含む Device Farm 内の論理ワークスペース、1 つ以
上のデバイスに対する単一のアプリケーションのテストごとに 1 つの実行を示します。プロジェクトによ
り、選択した任意の方法でワークスペースを整理できるようになります。例えば、アプリケーションのタ
イトルごとに 1 つのプロジェクトがある場合もあれば、プラットフォームごとに 1 つのプロジェクトがあ
る場合もあります。プロジェクトは必要な数だけ作成できます。
AWS Device Farm コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS Device Farm API
を使用して、プロジェクトを操作できます。
トピック
• AWS Device Farm でプロジェクトを作成します。 (p. 20)
• AWS Device Farm でプロジェクトのリストを表示する (p. 21)

AWS Device Farm でプロジェクトを作成します。
AWS Device Farm コンソール、AWS CLI、または AWS Device Farm API を使用してプロジェクトを作成
できます。

前提条件
•

セットアップ (p. 3) のステップを完了します。

プロジェクトの作成 (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

[New project] を選択します。

4.

プロジェクトの名前を入力し、[Submit] (送信) を選択します。

5.

プロジェクトの設定を指定するには、[プロジェクト設定] を選択します。これらの設定には、テスト
ランのデフォルトのタイムアウトが含まれます。適用された設定は、プロジェクトのすべてのテスト
ランで使用されます。詳細については、「AWS Device Farm でのテストラン実行タイムアウトの設定
について (p. 33)」を参照してください。

プロジェクトの作成 (AWS CLI)
•

プロジェクト名を指定して create-project を実行します。
例:
API バージョン 2015-06-23
20

AWS Device Farm デベロッパーガイド
プロジェクトの作成 (API)

aws devicefarm create-project --name MyProjectName

AWS CLI のレスポンスには、プロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。
{

"project": {
"name": "MyProjectName",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:project:5e01a8c7-c861-4c0ab1d5-12345EXAMPLE",
"created": 1535675814.414
}
}

詳細については、「create-project」および「AWS CLI リファレンス (p. 122)」を参照してくださ
い。

プロジェクトの作成 (API)
•

CreateProject API を呼び出します。

Device Farm API の使用についての詳細は、「Device Farm の自動化 (p. 124)」を参照してください。

AWS Device Farm でプロジェクトのリストを表示
する
プロジェクトのリストを表示するには、AWS Device Farm コンソール、AWS CLI、または AWS Device
Farm API を使用します。
トピック
• 前提条件 (p. 21)
• プロジェクトリストを表示する (コンソール) (p. 21)
• プロジェクトリストを表示する (AWS CLI) (p. 22)
• プロジェクトのリストを表示する (API) (p. 22)

前提条件
•

Device Farm で少なくとも 1 つのプロジェクトを作成します。「AWS Device Farm でプロジェクトを
作成します。 (p. 20)」の指示に従って、このページに戻ります。

プロジェクトリストを表示する (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

使用可能なプロジェクトのリストを見つけるには、以下を実行します。
• モバイルデバイスのテストプロジェクトの場合、[Device Farm] ナビゲーションメニューで、モバイ
ルデバイステスト[] の順に選択します。プロジェクト。
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• デスクトップブラウザテストプロジェクトの場合、[Device Farm] ナビゲーションメニューで、デス
クトップブラウザのテスト[] の順に選択します。プロジェクト。

プロジェクトリストを表示する (AWS CLI)
•

プロジェクトリストを表示するには、list-projects コマンドを実行します。
1 つのプロジェクトについての情報を表示するには、get-project コマンドを実行します。

AWS CLI での Device Farm の使用についての詳細は、「AWS CLI リファレンス (p. 122)」を参照してく
ださい。

プロジェクトのリストを表示する (API)
•

プロジェクトリストを表示するには、ListProjects API を呼び出します。
1 つのプロジェクトについての情報を表示するには、GetProject API を呼び出します。

AWS Device Farm API についての詳細は、「Device Farm の自動化 (p. 124)」を参照してください。
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AWS Device Farm でのテストラン作
業
Device Farm の実行により、特定の一連のテストを使用して、特定の一連のデバイスで実行されるアプリ
ケーションの特定のビルドが表されます。実行により、実行の結果に関する情報を含むレポートが作成さ
れます。実行は、1 つ以上のジョブで構成されます。詳細については、「実行 (p. 15)」を参照してくださ
い。
AWS Device Farm コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS Device Farm API
を使用して、実行を操作できます。
トピック
• Device Farm でテストランを作成する (p. 23)
• AWS Device Farm でのテストラン実行タイムアウトの設定について (p. 33)
• AWS Device Farm 実行用のネットワーク接続と条件をシミュレーションする (p. 34)
• AWS Device Farm での実行の停止 (p. 37)
• AWS Device Farm で実行のリストを表示する (p. 39)
• AWS Device Farm でデバイスプールを作成する (p. 40)
• AWS Device Farm での結果の分析 (p. 41)

Device Farm でテストランを作成する
テストランを作成するには、Device Farm コンソールAWS CLI、または Device Farm API を使用します。
また、サポートされているプラグイン (例: Device Farm 用の Jenkins または Gradle プラグイン) も使用で
きます。プラグインの詳細については、「ツールとプラグイン (p. 225)」を参照してください。ランに関
しては、「実行 (p. 15)」を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 23)
• テストランの作成 (コンソール) (p. 23)
• テストランを作成 (AWS CLI) (p. 26)
• テストラン (API) を作成する (p. 33)
• 次のステップ (p. 33)

前提条件
Device Farm にプロジェクトが作成されている必要があります。「AWS Device Farm でプロジェクトを作
成します。 (p. 20)」の指示に従って、このページに戻ります。

テストランの作成 (コンソール)
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。
ナビゲーションペインで、「モバイルデバイステスト」を選択し、「プロジェクト」を選択します。

3.

すでにプロジェクトがある場合は、テストをそのプロジェクトにアップロードできます。それ以外の
場合は、[新規プロジェクト] を選択し、[プロジェクト名] を入力して [作成] を選択します。
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4.

プロジェクトを開き、[Create a new run] (新規ランの作成) を選択します。

5.

「アプリケーションの選択」 ページで、「モバイルアプリ」または「Web アプリ」を選択します。

6.

アプリケーションファイルをアップロードします。ファイルをドラッグアンドドロップするか、最近
のアップロードを選択することもできます。iOS アプリをアップロードする場合は、シミュレータで
はなく、必ず [iOS デバイス] を選択してください。

7.

(オプション) [Run name] (実行名) に名前を入力します。デフォルトでで、Device Farm はアプリケー
ションのファイル名を使用します。

8.

[Next] (次へ) を選択します。

9.

[Configure] (設定) ページで、利用可能なテストスイートのいずれかを選択します。

Note
利用可能なテストがない場合は、[Built-in: Fuzz] (Built-in: ファズ) を選択して、標準の組み込
みテストスイートを実行します。[Built-in: Fuzz] (Built-in: ファズ) を選択して、[Event count]
(イベント数)、[Event throttle] (イベント調整)、および [Randomizer seed] (ランダマイザー
シード) ボックスが表示されたら、必要に応じて値を変更するか、そのままにすることができ
ます。
使用できるテストスイートの詳細については、「AWS Device Farm のテストタイプでの作
業 (p. 54)」を参照してください。
10. [Built-in: Fuzz] (Built-in: ファズ) を選択しなかった場合は、[Choose File] (ファイルの選択) を選んで、
テストが含まれるファイルを参照して選択します。
11. テスト環境では、[標準環境でテストを実行] または [カスタム環境でテストを実行] を選択します。詳
細については、「テスト環境 (p. 14)」を参照してください。
12. 標準のテスト環境を使用している場合は、ステップ 13 に進みます。デフォルトのテストスペック
YAML ファイルでカスタムのテスト環境を使用している場合は、ステップ 13 に進みます。
a.

カスタムのテスト環境でデフォルトのテストスペックを編集する場合は、[編集] を選択して、デ
フォルトの YAML 使用をアップデートします。

b.

テスト仕様を変更した場合は、[Save as New] を選択して更新してください。

13. 録画またはパフォーマンスデータキャプチャオプションを設定する場合は、[Advanced Configuration]
(高度な設定) を選択します。
a.

テスト中にビデオを録画するには、[ビデオ録画を有効にする] を選択します。

b.

デバイスからパフォーマンスデータをキャプチャするには、[アプリのパフォーマンスデータキャ
プチャを有効にする] を選択します。
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Note
プライベートデバイスがある場合は、[Configuration for Private Devices] (プライベートデバ
イスの設定) も表示されます。
14. [Next] (次へ) を選択します。
15. [Select devices] (デバイスの選択) ページで、次のいずれかを実行します。
• 組み込みのデバイスプールを選択して [Device pool] (デバイスプール) に対してテストを実行するに
は、[Top Devices] (上位デバイス) を選択します。
• 独自のデバイスプールを作成してテストを実行するには、「デバイスプールの作成 (p. 40)」の手
順に従って操作を行った後、このページに戻ります。
• [Device pool] (デバイスプール) ですでに独自のデバイスプールを作成している場合は、自分のデバ
イスプールを選択します。
詳細については、「AWS Device Farm でのデバイスサポート (p. 13)」を参照してください。
16. [Next] (次へ) を選択します。
17. [Specify device state] (デバイスの状態を指定) ページで、以下の操作を実行します。
• 実行中に Device Farm で使用するデータを他にも入力するには、[Add extra data] (別途データを追
加) の横の [Choose File] (ファイルの選択) を選択後、データが含まれる .zip ファイルを参照して選
択します。
• 実行中に Device Farm が使用する追加のアプリケーションをインストールするには、[Install other
apps] (他のアプリのインストール) の横の [Choose File] (ファイルの選択) を選択し、アプリが含ま
れる .apk または .ipa ファイルを参照して選択します。インストールする他のアプリケーションに
もこの手順を繰り返します。インストール順序を変更するには、アップロードした後にアプリケー
ションをドラッグアンドドロップします。
• 実行中に Wi-Fi、Bluetooth、GPS、または NFC を有効にするかどうか指定するには、[Set radio
states] (無線状態の設定) の横にある適切なボックスを選択します。
• 実行用のデバイスの緯度と経度をプリセットするには、[Device location] (デバイスの場所) の横に座
標を入力します。
• 実行用のデバイスロケールをプリセットするには、[Device Locale] (デバイスロケール) でロケール
を選択します。
18. [Next] (次へ) を選択します。
19. 「レビューと実行開始」ページでは、テスト実行の実行タイムアウトを指定できます。無制限のテス
トスロットを使用している場合は、[Run on unmetered slots] (計測されていないスロットで実行) が選
択されていることを確認します。
20. 実行タイムアウトを変更するには、値を入力するか、スライダーを使用します。詳細については、
「AWS Device Farm でのテストラン実行タイムアウトの設定について (p. 33)」を参照してくださ
い。
21. [Confirm and start run] (確定して実行を開始) を選択します。
Device Farm は、デバイスが利用可能になると、通常数分以内に実行を開始します。テストラン
中、Device Farm コンソールでは実行テーブルに保留中のアイコン

が表示されます。実行中の各デバ

イスも保留中のアイコンで起動し、テストが開始されると実行中の
のアイコンに切り替わります。各
テストが終了すると、テスト結果のアイコンがデバイス名の横に表示されます。すべてのテストが完了す
ると、実行の横にある保留中のアイコンがテスト結果アイコンに変わります。
テスト実行を停止する場合は、を参照してくださいAWS Device Farm での実行の停止 (p. 37)。
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テストランを作成 (AWS CLI)
テストランを作成するには、AWS CLI を使用します。
トピック
• ステップ 1: プロジェクトを選択する (p. 26)
• ステップ 2: デバイスプールを選択する (p. 26)
• ステップ 3: アプリケーションファイルをアップロードする (p. 27)
• ステップ 4: テストスクリプトパッケージをアップロードする (p. 28)
• ステップ 5: (オプション) カスタムテストスペックをアップロードする (p. 29)
• ステップ 6: テスト実行のスケジュールを設定する (p. 31)

ステップ 1: プロジェクトを選択する
テストランは Device Farm プロジェクトに関連付ける必要があります。
1.

Device Farm プロジェクトを一覧表示するには、「list-projects」を実行します。プロジェクトがない
場合は、「AWS Device Farm でプロジェクトを作成します。 (p. 20)」を参照してください。
例:
aws devicefarm list-projects

このレスポンスには、Device Farm プロジェクトのリストが含まれています。
{

"projects": [
{
"name": "MyProject",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:project:5e01a8c7c861-4c0a-b1d5-12345EXAMPLE",
"created": 1503612890.057
}
]
}

2.

プロジェクトを選択してテストランを関連付け、その Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めま
す。

ステップ 2: デバイスプールを選択する
デバイスプールを選択して、テストランを関連付ける必要があります。
1.

デバイスプールを表示するには、プロジェクト ARN を指定して list-device-pools を実行します。
例:
aws devicefarm list-device-pools --arn arn:MyProjectARN

このレスポンスには、組み込み Device Farm デバイスプール (例: Top Devices や、このプロジェクト
用に以前作成したデバイスプール) が含まれます。
{

"devicePools": [
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{

"rules": [
{
"attribute": "ARN",
"operator": "IN",
"value": "[\"arn:aws:devicefarm:us-west-2::device:example1\",
\"arn:aws:devicefarm:us-west-2::device:example2\",\"arn:aws:devicefarm:uswest-2::device:example3\"]"
}
],
"type": "CURATED",
"name": "Top Devices",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2::devicepool:example",
"description": "Top devices"
},
{
"rules": [
{
"attribute": "PLATFORM",
"operator": "EQUALS",
"value": "\"ANDROID\""
}
],
"type": "PRIVATE",
"name": "MyAndroidDevices",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:605403973111:devicepool:example2"
}
]
}

2.

デバイスプールを選択し、その ARN を書き留めておきます。
また、デバイスプールは作成することもできます。作成後、このステップに戻ります。詳細について
は、「デバイスプールを作成する (AWS CLI) (p. 41)」を参照してください。

ステップ 3: アプリケーションファイルをアップロードする
アップロードリクエストを作成し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の署名付きアップロー
ド URL を取得するには、下記の手順を実行する必要があります。
• プロジェクト ARN。
• アプリケーションファイルの名前。
• アップロードのタイプ。
詳細については、「create-upload」を参照してください。
1.

ファイルをアップロードするには、–-project-arn、--name、および --type パラメータを指定し
て、create-upload を実行します。
この例では、Android アプリケーション用のアップロードファイルを作成します。
aws devicefarm create-upload -–project-arn arn:MyProjectArn -–name MyAndroid.apk -–type
ANDROID_APP

このレスポンスには、アプリケーションのアップロード ARN および署名付き URL が含まれます。
{

"upload": {
"status": "INITIALIZED",
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"name": "MyAndroid.apk",
"created": 1535732625.964,
"url": "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/ExampleURL",
"type": "ANDROID_APP",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:upload:5e01a8c7-c861-4c0ab1d5-12345EXAMPLE"
}
}

2.

アプリケーションのアップロード ARN と署名付き URL を書き留めます。

3.

Amazon S3 の署名付き URL を使用してアプリケーションファイルをアップロードします。この例で
は、curl を使用して、Android .apk ファイルをアップロードします。
curl -T MyAndroid.apk "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/
ExampleURL"

詳細については、Amazon Simple Storage サービスユーザーガイドの「署名付き URL を使用したオブ
ジェクトのアップロード」を参照してください。
4.

アプリケーションアップロードのステータスを確認するには、get-upload を実行し、アプリアップ
ロードの ARN を指定します。
aws devicefarm get-upload –-arn arn:MyAppUploadARN

レスポンスのステータスが SUCCEEDED になるまで待ってから、テストスクリプトパッケージを
アップロードします。
{

"upload": {
"status": "SUCCEEDED",
"name": "MyAndroid.apk",
"created": 1535732625.964,
"url": "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/ExampleURL",
"type": "ANDROID_APP",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:upload:5e01a8c7-c861-4c0ab1d5-12345EXAMPLE",
"metadata": "{"valid": true}"
}
}

ステップ 4: テストスクリプトパッケージをアップロードする
次に、テストスクリプトパッケージをアップロードします。
1.

アップロードリクエストを作成し、Amazon S3 の署名付きアップロード URL を取得するには、–project-arn、--name、および --type パラメータを使用して create-upload を実行します。
この例では、Appium Java TestNG テストパッケージアップロードを作成します。
aws devicefarm create-upload –-project-arn arn:MyProjectARN -–name MyTests.zip –-type
APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE

このレスポンスには、テストパッケージのアップロード ARN および署名付き URL が含まれます。
{

"upload": {
"status": "INITIALIZED",
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"name": "MyTests.zip",
"created": 1535738627.195,
"url": "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/ExampleURL",
"type": "APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:upload:5e01a8c7-c861-4c0ab1d5-12345EXAMPLE"
}
}

2.
3.

テストパッケージのアップロード ARN と署名付き URL を書き留めます。
Amazon S3 の署名付き URL を使用して、テストスクリプトパッケージファイルをアップロードしま
す。この例では、curl を使用して、解凍した TestNG スクリプトファイルをアップロードします。
curl -T MyTests.zip "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/
ExampleURL"

4.

テストスクリプトパッケージアップロードのステータスを確認するには、get-upload を実行し、ス
テップ 1 で書き留めたテストパッケージのアップロード ARN を指定します。
aws devicefarm get-upload –-arn arn:MyTestsUploadARN

レスポンスのステータスが SUCCEEDED まで待ってから、次のオプションのステップに進みます。
{

"upload": {
"status": "SUCCEEDED",
"name": "MyTests.zip",
"created": 1535738627.195,
"url": "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/ExampleURL",
"type": "APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:upload:5e01a8c7-c861-4c0ab1d5-12345EXAMPLE",
"metadata": "{"valid": true}"
}
}

ステップ 5: (オプション) カスタムテストスペックをアップロー
ドする
標準のテスト環境でテストを実行している場合、このステップはスキップします。
Device Farm では、サポートされているテストタイプごとに、デフォルトのテストスペックファイルを保
持しています。次に、デフォルトのテストスペックをダウンロードし、カスタムのテスト環境でテストを
実行するために必要なカスタムのテストスペックアップロードを作成します。詳細については、「テスト
環境 (p. 14)」を参照してください。
1.

デフォルトのテストスペックのアップロード ARN を検索するには、プロジェクト ARN を指定して
list-uploads を実行します。
aws devicefarm list-uploads --arn arn:MyProjectARN

このレスポンスには、デフォルトのテストスペックごとのエントリが含まれます。
{

"uploads": [
{
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{

ExampleURL",

"status": "SUCCEEDED",
"name": "Default TestSpec for Android Appium Java TestNG",
"created": 1529498177.474,
"url": "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/

"type": "APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_SPEC",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:upload:5e01a8c7c861-4c0a-b1d5-12345EXAMPLE"
}
}
]
}

2.

リストからデフォルトのテストスペックを選択します。アップロード ARN を書き留めます。

3.

デフォルトのテストスペックをダウンロードするには、アップロード ARN を指定して get-upload を
実行します。
例:
aws devicefarm get-upload –-arn arn:MyDefaultTestSpecARN

このレスポンスには、デフォルトのテストスペックをダウンロードできる署名付き URL が含まれま
す。
4.

この例では、curl を使用してデフォルトのテストスペックをダウンロードし、MyTestSpec.yml とい
う名前で保存します。
curl "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/ExampleURL" >
MyTestSpec.yml

5.

デフォルトのテストスペックを編集して、テスト要件を満たします。以降のテストランでは変更後の
テストスペックを使用します。このステップをスキップして、デフォルトのテストスペックをカスタ
ムのテスト環境でそのまま使用します。

6.

カスタムのテストスペックのアップロードを作成するには、テストスペック名、テストスペックタイ
プ、およびプロジェクト ARN を指定して、create-upload を実行します。
この例では、Appium Java TestNG のカスタムテストスペックのアップロードを作成します。
aws devicefarm create-upload --name MyTestSpec.yml --type APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_SPEC
--project-arn arn:MyProjectARN

このレスポンスには、テストスペックのアップロード ARN および署名付き URL が含まれます。
{

"upload": {
"status": "INITIALIZED",
"category": "PRIVATE",
"name": "MyTestSpec.yml",
"created": 1535751101.221,
"url": "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/ExampleURL",
"type": "APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_SPEC",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:upload:5e01a8c7-c861-4c0ab1d5-12345EXAMPLE"
}
}

7.

テストスペックのアップロード ARN と署名付き URL を書き留めます。

8.

Amazon S3 の署名付き URL を使用してテストスペックファイルをアップロードします。次の例で
はcurl、Appium JavaTest NG テストスペックのアップロードに使用しています。
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curl -T MyTestSpec.yml "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/
ExampleURL"

9.

テストスペックアップロードのステータスを確認するには、get-upload を実行し、アップロードの
ARN を指定します。
aws devicefarm get-upload –-arn arn:MyTestSpecUploadARN

レスポンスのステータスが SUCCEEDED になるまで待ってから、テストランのスケジュール設定を
行います。
{

"upload": {
"status": "SUCCEEDED",
"name": "MyTestSpec.yml",
"created": 1535732625.964,
"url": "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/ExampleURL",
"type": "APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_SPEC",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:upload:5e01a8c7-c861-4c0ab1d5-12345EXAMPLE",
"metadata": "{"valid": true}"
}
}

カスタムのテストスペックをアップデートするには、このテストスペックのアップロード ARN を指
定して、update-upload を実行します。詳細については、「update-upload」を参照してください。

ステップ 6: テスト実行のスケジュールを設定する
AWS CLI を使用してテストランをスケジュール設定するには、schedule-run を実行します。その際、以下
を指定します。
• ステップ 1 (p. 26) で書き留めたプロジェクト ARN。
• ステップ 2 (p. 26) で書き留めたデバイスプールの ARN。
• ステップ 3 (p. 27) で書き留めたアプリケーションのアップロード ARN。
• ステップ 4 (p. 28) で書き留めたテストパッケージのアップロード ARN。
カスタムのテスト環境でテストを実行している場合は、ステップ 5 (p. 29) で書き留めたテストスペッ
クの ARN も必要です。

標準のテスト環境の実行をスケジュール設定するには
•

プロジェクト ARN、デバイスプール ARN、アプリケーションアップロード ARN、テストパッケージ
情報を指定して、schedule-run を実行します。
例:
aws devicefarm schedule-run --project-arn arn:MyProjectARN --apparn arn:MyAppUploadARN --device-pool-arn arn:MyDevicePoolARN --name MyTestRun --test
type=APPIUM_JAVA_TESTNG,testPackageArn=arn:MyTestPackageARN

このレスポンスには、テストランのステータスの確認に使用する実行の ARN が含まれます。
{
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"run": {
"status": "SCHEDULING",
"appUpload": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:upload:5e01a8c7c861-4c0a-b1d5-12345appEXAMPLE",
"name": "MyTestRun",
"radios": {
"gps": true,
"wifi": true,
"nfc": true,
"bluetooth": true
},
"created": 1535756712.946,
"totalJobs": 179,
"completedJobs": 0,
"platform": "ANDROID_APP",
"result": "PENDING",
"devicePoolArn": "arn:aws:devicefarm:uswest-2:123456789101:devicepool:5e01a8c7-c861-4c0a-b1d5-12345devicepoolEXAMPLE",
"jobTimeoutMinutes": 150,
"billingMethod": "METERED",
"type": "APPIUM_JAVA_TESTNG",
"testSpecArn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:upload:5e01a8c7c861-4c0a-b1d5-12345specEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:run:5e01a8c7-c861-4c0ab1d5-12345runEXAMPLE",
"counters": {
"skipped": 0,
"warned": 0,
"failed": 0,
"stopped": 0,
"passed": 0,
"errored": 0,
"total": 0
}
}
}

詳細については、「schedule-run」を参照してください。

カスタムのテスト環境の実行をスケジュール設定するには
•

ステップは、標準テスト環境のステップとほとんど同じですが、--test パラメータの
testSpecArn 属性を追加で指定します。
例:
aws devicefarm schedule-run --project-arn arn:MyProjectARN --apparn arn:MyAppUploadARN --device-pool-arn arn:MyDevicePoolARN --name MyTestRun --test
testSpecArn=arn:MyTestSpecUploadARN,type=APPIUM_JAVA_TESTNG,testPackageArn=arn:MyTestPackageARN

テストランのステータスを確認するには
•

実行の ARN を指定して、get-run コマンドを実行します。
aws devicefarm get-run --arn arn:aws:devicefarm:us-west-2:111122223333:run:5e01a8c7c861-4c0a-b1d5-12345runEXAMPLE
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詳細については、「get-run」を参照してください。AWS CLI での Device Farm の使用についての詳細
は、「AWS CLI リファレンス (p. 122)」を参照してください。

テストラン (API) を作成する
ステップは、AWS CLI セクションに記載されているステップと同じです。テストランを作成 (AWS
CLI) (p. 26) を参照してください。
この情報は、ScheduleRun API を呼び出すために必要です。
• プロジェクト ARN。「プロジェクトの作成 (API) (p. 21)」および「CreateProject」を参照してくだ
さい。
• アプリケーションのアップロード ARN。CreateUpload を参照してください。
• テストパッケージのアップロードの ARN。CreateUpload を参照してください。
• デバイスプールの ARN。「デバイスプールの作成 (p. 40)」および「CreateDevicePool」を参照し
てください。

Note
カスタムのテスト環境でテストを実行している場合は、テストスペックの ARN も必要で
す。詳細については、「ステップ 5: (オプション) カスタムテストスペックをアップロードす
る (p. 29)」および「CreateUpload」を参照してください。
Device Farm APIの使用についての詳細は、「Device Farm の自動化 (p. 124)」を参照してください。

次のステップ
Device Farm コンソールでテストランが完了すると、クロックアイコン

が成功などの結果アイコン

に変わります。テストが完了した時点で実行のレポートが表示されます。詳細については、「AWS
Device Farm でのレポート (p. 17)」を参照してください。
レポートを使用するには、「Device Farm でのテストレポートの使用 (p. 42)」の手順に従います。

AWS Device Farm でのテストラン実行タイムアウ
トの設定について
各デバイスのテストの実行を停止するまでのテストランの実行時間の値を設定することができます。デ
フォルトの実行タイムアウトはデバイスあたり 150 分ですが、5 分などの低い値にも設定できます。実行
アウトを設定するには、AWS Device Farm コンソール、AWS CLI、または AWS Device Farm API を使用
できます。

Important
実行タイムアウトオプションは、一部のバッファと共に、テストランの最大所要時間に設定する
必要があります。例えば、テストにデバイスあたり 20 分かかる場合、デバイスあたり 30 分のタ
イムアウトを選択する必要があります。
実行がタイムアウトを超えた場合、そのデバイスでの実行は強制的に停止されます。可能であれば、部分
的な結果を使用することができます。従量制課金オプションを使用している場合は、その時点までの実行
に対して請求されます。料金の詳細については、「Device Farm 料金表」を参照してください。
各デバイスでテストランを実行するのにかかる時間を知っている場合は、この機能を使用できます。テス
トランの実行タイムアウトを指定すると、何らかの理由でテストランが滞り、実行されているテストがな
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いデバイス分に対して課金されるという状況を回避できます。つまり、実行タイムアウト機能を使用する
と、テストランに予想以上の時間がかかっている場合にそのランを停止できます。
実行タイムアウトは、プロジェクトレベルおよびテストランレベルの 2 つの場所で設定できます。

前提条件
1.
2.

セットアップ (p. 3) のステップを完了します。
Device Farm でプロジェクトを作成します。「AWS Device Farm でプロジェクトを作成しま
す。 (p. 20)」の指示に従って、このページに戻ります。

プロジェクトの実行タイムアウトを設定する
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

既にプロジェクトがある場合は、リストからそのプロジェクトを選択します。それ以外の場合は、
[New project] (新しいプロジェクト) を選択し、プロジェクト名を入力して、[Submit] (送信) を選択し
ます。
[Project settings (プロジェクト設定)] を選択します。

4.
5.
6.

[General] (全般) タブの [Execution timeout] (実行タイムアウト) に値を入力するか、スライダーバーを
使用します。
[Save] (保存) を選択します。
プロジェクト内のテストランで、先ほど指定した実行タイムアウト値が使用されるようになりまし
た。ただし、実行をスケジュール設定する際にタイムアウト値を上書きした場合は除きます。

テスト実行の実行タイムアウトを設定する
1.
2.
3.
4.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。
[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
既にプロジェクトがある場合は、リストからそのプロジェクトを選択します。それ以外の場合は、
[New project] (新しいプロジェクト) を選択し、プロジェクト名を入力して、[Submit] (送信) を選択し
ます。
[Create a new run (新しい実行の作成)] を選択します。

5.

ステップに従って、アプリケーションを選択し、テストを設定し、デバイスを選択し、デバイスの状
態を指定します。

6.

[Review and start run] (ランを確認して開始する) の、[Set execution timeout] (実行タイムアウトの設
定) に値を入力するか、スライダーバーを使用します。
[Confirm and start run] (確定して実行を開始) を選択します。

7.

AWS Device Farm 実行用のネットワーク接続と条
件をシミュレーションする
Device Farm で Android、iOS、FireOS、およびウェブアプリケーションのテストをしながら、ネットワー
クシェーピングを使用して、ネットワーク接続と条件をシミュレーションできます。例えば、ネットワー
ク条件が完全でなくてもアプリケーションをテストすることができます。
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デフォルトのネットワーク設定を使用して実行を作成した場合は、各デバイスを使用して、完全で制限の
ない WiFi 接続でインターネット接続できます。ネットワークシェーピングを使用する場合、Wi-Fi 接続を
変更して、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の両方のスループット、遅延、ジッ
ター、損失を制御する 3G や Lossy WiFi などのネットワークプロファイルを指定できます。
トピック
• テスト実行をスケジュールするときにネットワークシェーピングを設定する (p. 35)
• ネットワークプロファイルの作成 (p. 35)
• テスト中にネットワーク条件を変更 (p. 36)

テスト実行をスケジュールするときにネットワーク
シェーピングを設定する
実行をスケジュールする場合、任意の Device Farm でキュレートされたプロファイルから選択するか、独
自のプロファイルを作成および管理できます。
1.

任意の Device Farm プロジェクトから、[Create a new run] (新しいランの作成) を選択します。
まだプロジェクトがない場合は、「AWS Device Farm でプロジェクトを作成します。 (p. 20)」を参
照してください。

2.

アプリケーションを選択後、[Next] (次へ) を選択します。

3.

テストを設定し、[Next] (次へ) を選択します。

4.

デバイスを選択し、[Next] (次へ) を選択します。

5.

「ロケーションとネットワークの設定」セクションで、ネットワークプロファイルを選択するか、
「ネットワークプロファイルの作成」を選択して独自のネットワークプロファイルを作成します。

6.

[Next] (次へ) を選択します。

7.

テストランを確認して開始します。

ネットワークプロファイルの作成
テストランの作成時に、ネットワークプロファイルを作成できます。
1.

[Create network profile] (ネットワークプロファイルの作成) を選択します。
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2.

ネットワークプロファイルの名前と設定を入力します。

3.

[Create] (作成) を選択します。

4.

テストランの作成を完了し、実行を開始します。

ネットワークプロファイルを作成したら、[Project settings (プロジェクト設定)] ページで確認および管理で
きるようになります。

テスト中にネットワーク条件を変更
テスト実行中の帯域幅の減少などの動的ネットワーク条件をシミュレートするには、Appium や Calabash
などのフレームワークを使用してデバイスホストから API を呼び出します。詳細については、を参照して
くださいCreateNetworkProfile。
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AWS Device Farm での実行の停止
実行の開始後に、停止することがあります。例えば、テストの実行中に問題が発生し、更新されたテスト
スクリプトを使用して再起動する場合です。
実行を停止するには、Device Farm コンソール、AWS CLI、または API を使用します。
トピック
• 実行の停止 (コンソール) (p. 37)
• 実行を停止する (AWS CLI) (p. 38)
• 実行を停止する (API) (p. 39)

実行の停止 (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

アクティブなテストランを持つプロジェクトを選択します。

4.

[Automated tests] (自動テスト) ページで、テストランを選択します。
デバイス名の左に、保留中または進行中の アイコンが表示されます。

5.

[Stop run] (実行の停止) を選択します。
しばらくすると、内側にマイナスがある赤色の円で囲まれているアイコンがデバイス名の横に表示さ
れます。実行が停止すると、アイコンの色が赤から黒に変わります。

Important
既に実行されている場合、Device Farm はテストを停止できません。進行中の場合、Device
Farm はテストを停止します。請求対象の合計時間が [Devices] (デバイス) セクションに表示
されます。さらに、Device Farm が setup suite および teardown suite の実行にかかる合計
時間に対しても請求されます。詳細については、「Device Farm 料金表」を参照してくださ
い。
次の図は、テストが正常に停止した後に表示される [Devices] (デバイス) セクションの例です。
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実行を停止する (AWS CLI)
指定されたテストランを停止するには、次のコマンドを実行することもできます。myARN はテストランの
Amazon リソースネーム (ARN) です。
$ aws devicefarm stop-run --arn myARN

次のような出力が表示されます。
{

}

"run": {
"status": "STOPPING",
"name": "Name of your run",
"created": 1458329687.951,
"totalJobs": 7,
"completedJobs": 5,
"deviceMinutes": {
"unmetered": 0.0,
"total": 0.0,
"metered": 0.0
},
"platform": "ANDROID_APP",
"result": "PENDING",
"billingMethod": "METERED",
"type": "BUILTIN_EXPLORER",
"arn": "myARN",
"counters": {
"skipped": 0,
"warned": 0,
"failed": 0,
"stopped": 0,
"passed": 0,
"errored": 0,
"total": 0
}
}

実行の ARN を取得するには、list-runs コマンドを使用します。出力は次の例のようになります:
{

"runs": [
{
"status": "RUNNING",
"name": "Name of your run",
"created": 1458329687.951,
"totalJobs": 7,
"completedJobs": 5,
"deviceMinutes": {
"unmetered": 0.0,
"total": 0.0,
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}

]

}

"metered": 0.0
},
"platform": "ANDROID_APP",
"result": "PENDING",
"billingMethod": "METERED",
"type": "BUILTIN_EXPLORER",
"arn": "Your ARN will be here",
"counters": {
"skipped": 0,
"warned": 0,
"failed": 0,
"stopped": 0,
"passed": 0,
"errored": 0,
"total": 0
}

AWS CLI での Device Farm の使用についての詳細は、「AWS CLI リファレンス (p. 122)」を参照してく
ださい。

実行を停止する (API)
•

StopRun操作をテスト実行に呼び出します。

Device Farm API の使用についての詳細は、「Device Farm の自動化 (p. 124)」を参照してください。

AWS Device Farm で実行のリストを表示する
プロジェクトの実行のリストを表示するには、Device Farm コンソール、AWS CLI、または API を使用し
ます。
トピック
• 実行のリストを表示する (コンソール) (p. 39)
• 実行のリストを表示する (AWS CLI) (p. 39)
• 実行のリストを表示する (API) (p. 40)

実行のリストを表示する (コンソール)
1.
2.
3.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。
[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
プロジェクトのリストで、表示するリストに対応するプロジェクトを選択します。

Tip
名前を使用して検索バーでプロジェクトリストを絞り込むことができます。

実行のリストを表示する (AWS CLI)
•

list-runs コマンドを実行します。
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1 つの実行についての情報を表示するには、get-run コマンドを実行します。
AWS CLI での Device Farm の使用についての詳細は、「AWS CLI リファレンス (p. 122)」を参照してく
ださい。

実行のリストを表示する (API)
•

ListRuns API を呼び出します。
1 つの実行についての情報を表示するには、GetRun API を呼び出します。

Device Farm API についての詳細は、「Device Farm の自動化 (p. 124)」を参照してください。

AWS Device Farm でデバイスプールを作成する
デバイスプールを作成するには、Device Farm コンソール、AWS CLI、または API を使用します。
トピック
• 前提条件 (p. 40)
• デバイスプールを作成する (コンソール) (p. 40)
• デバイスプールを作成する (AWS CLI) (p. 41)
• デバイスプールを作成する (API) (p. 41)

前提条件
•

Device Farm コンソールで実行を作成します。「Device Farm でテストランを作成する (p. 23)」の
手順に従います。[Select devices] (デバイスの選択) ページが表示されたら、このセクションの手順に
進みます。

デバイスプールを作成する (コンソール)
1.

[Select devices] (デバイスの選択) ページで、[Create device pool] (デバイスプールの作成) を選択しま
す。

2.

[Nạme] (名前) に、このデバイスプールの分かりやすい名前を入力します。

3.

[Description] (説明) に、このデバイスプールの分かりやすい説明を入力します。

4.

このデバイスプール内のデバイスに対して 1 つ以上の選択条件を使用する場合は、次の手順を実行し
ます。
a.

[Create dynamic device pool] (動的デバイスプールの作成) を選択します。

b.

[Add a rule] (ルールの追加) を選択します。

c.

[フィールド (最初のドロップダウンリスト)] で、次のいずれかを選択します。
• デバイスをメーカー名ごとに含めるには、[Device Manufacturer] (デバイスのメーカー) を選択
します。
• デバイスをタイプの値ごとに含めるには、[Form Factor] (フォームファクタ) を選択します。

d.

[オペレータ] (2 番目のドロップダウンリスト) で [EQUALS] を選択すると、フィールド値が Value
値と等しいデバイスを対象に含めることができます。
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e.

f.
g.

[値] (3 番目のドロップダウンリスト) に、[フィールド] と [演算子] の値に指定する値を入力または
選択します。[Field] (フィールド) に [Platform] (プラットフォーム) を選択した場合、選択できる
のは [ANDROID] と [IOS] のみです。同様に、[Field] (フィールド) に [Form Factor] (フォームファ
クタ) を選択した場合、選択できるのは [PHONE] と [TABLET] のみです。
別のルールを追加するには、[Add rule] (ルールの追加) を選択します。
ルールを削除するには、削除するルールの横にある [X] アイコンを選択します。

最初のルールを作成すると、デバイスのリストで、ルールに一致する各デバイスの横にあるボックス
が選択されます。ルールを作成または変更すると、デバイスのリストで、それらの結合されたルール
に一致する各デバイスの横にあるボックスが選択されます。ボックスが選択されているデバイスはデ
バイスプールに含まれます。ボックスが選択解除されたデバイスは除外されます。
5.

個々のデバイスを手動で含めたり除外する場合は、以下 () を実行します。
a.
b.

6.

[Create static device pool] (静的デバイスプールの作成) を選択します。
各デバイスの横にあるボックスをオンまたはオフにします。ルールを指定していない場合にの
み、ボックスをオンまたはオフにできます。

表示されているすべてのデバイスを含めたり除外したりする場合は、リストの列ヘッダー行のボック
スをオンまたはオフにします。

Important

7.

列ヘッダー行のボックスを使用して表示されたデバイスのリストを変更することはできます
が、残りの表示されたデバイスのみが含まれるか除外されるわけではありません。含まれ
る、または除外されるデバイスを確認するには、列ヘッダー行のすべてのボックスのコンテ
ンツの選択を解除してから、ボックスを参照します。
[Create] (作成) を選択します。

デバイスプールを作成する (AWS CLI)
•

create-device-pool コマンドを実行します。

Note
Appium のテストでは、APPIUM_VERSION を rules フィールドで使用できます。
AWS CLI での Device Farm の使用についての詳細は、「AWS CLI リファレンス (p. 122)」を参照してく
ださい。

デバイスプールを作成する (API)
•

CreateDevicePool API を呼び出します。

Note
Appium のテストでは、APPIUM_VERSION を rules フィールドで使用できます。
Device Farm API の使用についての詳細は、「Device Farm の自動化 (p. 124)」を参照してください。

AWS Device Farm での結果の分析
標準テスト環境では、Device Farm コンソールを使用して、テストランの各テストのレポートを表示する
ことができます。
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また、Device Farm では、テストラン完了時にダウンロードできるファイルやログ、イメージなどの他の
アーティファクトを収集します。
トピック
• Device Farm でのテストレポートの使用 (p. 42)
• Device Farm のアーティファクトでのアーティファクトの使用 (p. 48)

Device Farm でのテストレポートの使用
テストレポートを表示するには、Device Farm コンソールを使用します。詳細については、「AWS Device
Farm でのレポート (p. 17)」を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 42)
• テスト結果の概要 (p. 42)
• レポートの表示 (p. 43)

前提条件
テストランを設定し、完了したことを確認します。
1.

実行を作成するには「Device Farm でテストランを作成する (p. 23)」の手順に従い、その後、この
ページに戻ります。

2.

テストランが完了したことを確認します。テストラン中、Device Farm コンソールでは進行中のもの
に保留中のアイコン

が表示されます。実行中の各デバイスも保留中のアイコンで起動し、テスト

が開始されると実行中の
のアイコンに切り替わります。各テストが終了すると、テスト結果のア
イコンがデバイス名の横に表示されます。すべてのテストが完了すると、実行の横にある保留中のア
イコンがテスト結果アイコンに変わります。詳細については、「テスト結果の概要 (p. 42)」を参照
してください。

テスト結果の概要
Device Farm コンソールに、アイコンが表示されます。これは、完了したテストランのステータスの迅速
な評価に役立ちます。
トピック
• 個別テストの結果の報告 (p. 42)
• 複数のテストの結果の報告 (p. 43)

個別テストの結果の報告
個々のテストを示すレポートの場合は、Device Farm にアイコンが表示されます。
説明

アイコン

テストは成功しました。
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説明

アイコン

テストは失敗しました。
Device Farm によって テストがスキップされました。
テストは停止しました。
Device Farm によって警告が返されました。
Device Farm によってエラーが返されました。

複数のテストの結果の報告
終了したランを選択した場合、Device Farm にテスト結果のサマリーグラフが表示されます。

例えば、このテストランの結果グラフは、停止したテストが 4、失敗したテストが 1、成功したテストが
10 あることを表します。
グラフは、常に色分けされ、ラベル付けされています。

レポートの表示
テストの結果は、Device Farm コンソールで表示できます。
トピック
• テスト実行の概要ページを表示する (p. 44)
• 独自の問題レポートを表示 (p. 44)
• デバイスレポートの表示 (p. 45)
• テストスイートレポートの表示 (p. 45)
• テストレポートの表示 (p. 46)
• 問題、デバイス、スイート、またはテストのパフォーマンスデータをレポートに表示する (p. 46)
• 問題、デバイス、スイート、またはテストのログ情報をレポートに表示する (p. 47)
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テスト実行の概要ページを表示する
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

ナビゲーションペインで、「モバイルデバイステスト」を選択し、「プロジェクト」を選択します。

3.

プロジェクトのリストで、テストランのプロジェクトを選択します。

Tip
名前ごとにプロジェクトリストを絞り込むには、検索バーを使用します。
4.

概要レポートページを表示するには、完了したテストランを選択します。

5.

テストランの概要ページに、テスト結果の概要が表示されます。
• [Unique problems] (固有の問題) セクションには、固有の警告と障害がリストされています。固有の
問題を表示するには、「独自の問題レポートを表示 (p. 44)」の手順に従います。
• [Devices] (デバイス) セクションには、各デバイスの結果の合計テスト数が表示されます。

この例には、いくつかのデバイスがあります。最初のテーブルエントリで、Android バージョン 10
を実行する Google Pixel 4 XL デバイスのレポートによると、3 件の成功したテストでは実行するの
に 2 分 36 秒を要しました。
デバイスごとに結果を表示するには、「デバイスレポートの表示 (p. 45)」の手順に従います。
• スクリーンショットセクションには、実行中に Device Farm がキャプチャしたスクリーンショット
のリストがデバイスごとにグループ化されて表示されます。
• 解析結果セクションでは、解析結果をダウンロードできます。

独自の問題レポートを表示
1.

[Unique problems] (固有の問題) で、表示する問題を選択します。

2.

デバイスを選択します。レポートには、問題に関する情報が表示されます。
[Video] (動画) セクションには、ダウンロード可能な動画が表示されます。
結果セクションにはテストの結果が表示されます。ステータスは結果アイコンとして表されます。詳
細については、「個別テストの結果の報告 (p. 42)」を参照してください。
ログセクションには、テスト中に Device Farm が記録したすべての情報が表示されます。この情
報を表示するには、「問題、デバイス、スイート、またはテストのログ情報をレポートに表示す
る (p. 47)」の手順に従います。
パフォーマンスタブには、Device Farm がテスト中に生成したパフォーマンスデータに関する情報が
表示されます。このパフォーマンスデータを表示するには、「問題、デバイス、スイート、またはテ
ストのパフォーマンスデータをレポートに表示する
(p. 46)」の手順に従います。
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[ファイル] タブには、ダウンロードできるテストに関連するファイル (ログファイルなど) のリストが
表示されます。ファイルをダウンロードするには、リスト内のファイルのリンクを選択します。
スクリーンショットタブには、Device Farm がテスト中にキャプチャしたすべてのスクリーンショッ
トのリストが表示されます。

デバイスレポートの表示
•

[Devices] (デバイス)) セクションで、デバイスを選択します。
[Video] (動画) セクションには、ダウンロード可能な動画が表示されます。
[Suites] (スイート) セクションには、デバイスのスイートに関する情報を含んでいるテーブルが表示さ
れます。
このテーブルでは、[Test results] (テスト結果) 列に、テスト数をデバイス上で実行した各テストス
イートの結果ごとにまとめています。また、このデータにはグラフィカルコンポーネントもありま
す。詳細については、「複数のテストの結果の報告 (p. 43)」を参照してください。
スイートごとに結果を最大限に表示するには、「テストスイートレポートの表示 (p. 45)」の手順に
従います。
ログセクションには、実行中に Device Farm がデバイスについて記録したすべての情報が表示されま
す。この情報を表示するには、「問題、デバイス、スイート、またはテストのログ情報をレポートに
表示する (p. 47)」の手順に従います。
パフォーマンスセクションには、Device Farm が実行中にデバイス用に生成したパフォーマンスデー
タに関する情報が表示されます。このパフォーマンスデータを表示するには、「問題、デバイス、ス
イート、またはテストのパフォーマンスデータをレポートに表示する (p. 46)」の手順に従います。
ファイルセクションには、デバイススイートのリストと、ダウンロードできる関連ファイル（ログ
ファイルなど）が表示されます。ファイルをダウンロードするには、リスト内のファイルのリンクを
選択します。
スクリーンショットセクションには、デバイスの実行中に Device Farm がキャプチャしたスクリーン
ショットのリストがスイートごとにグループ化されて表示されます。

テストスイートレポートの表示
1.

[Devices] (デバイス)) セクションで、デバイスを選択します。

2.

[Suites] (スイート) セクションで、テーブルからスイートを選択します。
[Video] (動画) セクションには、ダウンロード可能な動画が表示されます。
[Tests] (テスト) セクションには、スイートのテストに関する情報を含んでいるテーブルが表示されま
す。
テーブルでは、[Test results] (テスト結果) 列に結果が表示されます。また、このデータにはグラフィ
カルコンポーネントもあります。詳細については、「複数のテストの結果の報告 (p. 43)」を参照し
てください。
テストごとに結果を最大限に表示するには、「テストレポートの表示 (p. 46)」の手順に従います。
ログセクションには、スイートの実行中に Device Farm が記録したすべての情報が表示されます。こ
の情報を表示するには、「問題、デバイス、スイート、またはテストのログ情報をレポートに表示す
る (p. 47)」の手順に従います。
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パフォーマンスセクションには、スイートの実行中に Device Farm が生成したパフォーマンスデー
タに関する情報が表示されます。このパフォーマンスデータを表示するには、「問題、デバイス、ス
イート、またはテストのパフォーマンスデータをレポートに表示する (p. 46)」の手順に従います。
ファイルセクションには、スイートのテストのリストと、ダウンロードできる関連ファイル (ログ
ファイルなど) が表示されます。ファイルをダウンロードするには、リスト内のファイルのリンクを
選択します。
スクリーンショットセクションには、スイートの実行中に Device Farm がキャプチャしたスクリーン
ショットのリストがテストごとにグループ化されて表示されます。

テストレポートの表示
1.

[Devices] (デバイス)) セクションで、デバイスを選択します。

2.

[Suites] (スイート) セクションで、スイートを選択します。

3.
4.

[Tests] (テスト) セクションで、テストを選択します。
[Video] (動画) セクションには、ダウンロード可能な動画が表示されます。
結果セクションにはテストの結果が表示されます。ステータスは結果アイコンとして表されます。詳
細については、「個別テストの結果の報告 (p. 42)」を参照してください。
ログセクションには、テスト中に Device Farm が記録したすべての情報が表示されます。この情
報を表示するには、「問題、デバイス、スイート、またはテストのログ情報をレポートに表示す
る (p. 47)」の手順に従います。
パフォーマンスタブには、Device Farm がテスト中に生成したパフォーマンスデータに関する情報が
表示されます。このパフォーマンスデータを表示するには、「問題、デバイス、スイート、またはテ
ストのパフォーマンスデータをレポートに表示する (p. 46)」の手順に従います。
[ファイル] タブには、ダウンロードできるテストに関連するファイル (ログファイルなど) のリストが
表示されます。ファイルをダウンロードするには、リスト内のファイルのリンクを選択します。
スクリーンショットタブには、Device Farm がテスト中にキャプチャしたすべてのスクリーンショッ
トのリストが表示されます。

問題、デバイス、スイート、またはテストのパフォーマンスデータをレポートに
表示する
Note
Device Farm は、現時点では Android デバイスにのみ デバイスのパフォーマンスデータを収集し
ています。
「パフォーマンス」タブには次の情報が表示されます。
• CPU グラフは、(縦軸に沿って) 選択した問題、デバイス、スイート、またはテスト、(横軸に沿って) 選
択した問題、デバイス、スイート、またはテスト、(横軸に沿って) 時間軸上に使用された CPU の割合を
表示します。
縦軸は、0% から最大値までを割合 (%) で表します。
アプリケーションが複数のコアを使用している場合、この割合は 100% を超えることがあります。例え
ば、3 つのコアが 60% 使用されている場合、この割合 (%) は 180% として表示されます。
• [Memory] (横軸に沿って) 選択した問題、デバイス、スイート、またはテスト、(横軸に沿って) 選択し
た問題、デバイス、スイート、またはテスト、(横軸に沿って) 時間軸上に使用された MB 数を表示しま
す。
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縦軸は、0 MB から記録された MB の最大値までを MB で表します。
• [Threads] (スレッド) グラフは、(縦軸に沿って) 選択した問題、デバイス、スイート、またはテスト、
(横軸に沿って) 時間軸上に使用されたスレッド数を表示します。
縦軸は、0 スレッドから記録されたスレッドの最大値までをスレッド数で表します。
いずれの場合も横軸には、選択した問題、デバイス、スイート、またはテストの実行の開始から終了まで
が秒単位で表されます。
特定のデータポイントの情報を表示するには、目的のグラフを横軸に沿って希望の秒で一時停止します。

問題、デバイス、スイート、またはテストのログ情報をレポートに表示する
ログセクションには次の情報が表示されます。
• [Source] (ソース) はログエントリのソースを表します。可能な値は以下のとおりです。
• ハーネスは Device Farm が作成したログエントリを表します。これらのログエントリは、通常、イベ
ントの開始および停止中に作成されます。
• デバイスは、デバイスが作成したログエントリを表します。Android の場合、これらのログエントリ
は logcat と互換性があります。iOS の場合、これらのログエントリは syslog と互換性があります。
• [Test] (テスト) は、テストまたはテストフレームワークのいずれかが作成したログエントリを表しま
す。
• [Time] (時間) は、最初のログエントリと、このログエントリの間の経過時間を表します。時間は
MM:SS.SSS 形式で表されます。M は分を表し、S は秒を表します。
• [PID] は、ログエントリを作成したプロセス識別子 (PID) を表します。デバイス上のアプリケーションに
よって作成されるログエントリの PID はすべて同一になります。
• [Level] (レベル) はログエントリのログレベルを表します。例えば、Logger.debug("This is a
message!") は Debug の [Level] (レベル) を記録します。使用できる値は次のとおりです。
• アラート
• 非常事態
• デバッグ
• 緊急
• エラー
• エラー
• [Failed] (失敗)
• Info
• 社内
• 注意
• [成功]
• スキップ
• 停止
• 詳細
• 警告
• 警告
• [Tag] (タグ) は、ログエントリの任意のメタデータを表します。例えば、Android logcat は、システムの
どの部分がログエントリを作成したかを記述するためにこれを使用できます (例: ActivityManager)。
• [Message] (メッセージ) は、ログエントリのメッセージまたはデータを表します。例え
ば、Logger.debug("Hello, World!") は "Hello, World!" の [Message] (メッセージ) を記録し
ます。
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情報の一部のみを表示するには:
• 特定の列の値と一致するすべてのログエントリを表示するには、検索バーに値を入力します。例え
ば、Harness の[Source] (ソース) 値を使用してすべてのログエントリを表示するには、検索バーに
「Harness」と入力します。
• 列ヘッダーボックスからすべての文字を削除するには、その列ヘッダーボックスの [X] を選択します。
列ヘッダーボックスからすべての文字を削除することは、*その列ヘッダーボックスに入力することと同
じです。
実行したすべてのスイートとテストを含む、デバイスのすべてのログ情報をダウンロードするには、[ログ
のダウンロード] を選択します。

Device Farm のアーティファクトでのアーティファク
トの使用

Device Farm では、レポートやログファイル、イメージなどのアーティファクトをテストランのテストご
とに収集します。
テストラン中に作成されたアーティファクトはダウンロードすることができます。
ファイル
テストラン中に生成されたファイル (例: Device Farm レポート)。詳細については、「Device Farm で
のテストレポートの使用 (p. 42)」を参照してください。
ログ
テストランの各テストの出力。
スクリーンショット
テストランのテストごとに記録されるスクリーン画像。

アーティファクトの使用 (コンソール)
1.

テストランのレポートページで、[Devices] (デバイス) からモバイルデバイスを選択します。

2.

ファイルをダウンロードするには、[Files] (ファイル) からいずれかを選択します。

3.

テストランからログをダウンロードするには、[Logs] (ログ) から [Download logs] (ログのダウンロー
ド) を選択します。

4.

スクリーンショットをダウンロードするには、[Screenshots] (スクリーンショット) からスクリーン
ショットを選択します。
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カスタムのテスト環境におけるアーティファクトのダウンロードの詳細については、「カスタムテスト環
境でのアーティファクトの使用 (p. 51)」を参照してください。

アーティファクトの使用 (AWS CLI)
テストランを一覧表示するには、AWS CLI を使用します。
トピック
• ステップ 1: Amazon リソースネーム (ARN) を取得する (p. 49)
• ステップ 2: アーティファクトをリストする (p. 50)
• ステップ 3: アーティファクトをダウンロードする (p. 50)

ステップ 1: Amazon リソースネーム (ARN) を取得する
アーティファクトは、ラン、ジョブ、テストスイート、またはテストごとに一覧表示することができま
す。対応する ARN を指定する必要があります。この表は、各 AWS CLI リストコマンドの入力 ARN を示
します。
AWS CLI リストコマンド

必須 ARN

list-projects

このコマンドでは、ARN を必要としないプロジェ
クトがすべて返ります。

list-runs

project

list-jobs

run

list-suites

job

list-tests

suite

例えば、テスト ARN を見つけるには、テストスイート ARN を入力パラメータとして使用して list-tests を
実行します。
例:
aws devicefarm list-tests –-arn arn:MyTestSuiteARN

この応答には、テストスイートのテスト ARN がテストごとに含まれます。
{

"tests": [
{
"status": "COMPLETED",
"name": "Tests.FixturesTest.testExample",
"created": 1537563725.116,
"deviceMinutes": {
"unmetered": 0.0,
"total": 1.89,
"metered": 1.89
},
"result": "PASSED",
"message": "testExample passed",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:test:5e01a8c7-c861-4c0ab1d5-12345EXAMPLE",
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}

]

}

"counters": {
"skipped": 0,
"warned": 0,
"failed": 0,
"stopped": 0,
"passed": 1,
"errored": 0,
"total": 1
}

ステップ 2: アーティファクトをリストする
AWS CLI list-artifacts コマンドでは、ファイル、スクリーンショット、ログなどのアーティファクトのリ
ストが返ります。各アーティファクトには URL が含まれているため、ファイルをダウンロードすることが
できます。
•

ラン、ジョブ、テストスイート、またはテスト ARN を指定して、list-artifacts を呼び出します。タイ
プ (FILE、LOG、または SCREENSHOT) を指定します。
この例では、各テストで使用できるアーティファクトごとの ダウンロード用 URL が返ります。
aws devicefarm list-artifacts --arn arn:MyTestARN --type "FILE"

この応答には、各アーティファクトのダウンロード用 URL が含まれます。
{

"artifacts": [
{
"url": "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/
ExampleURL",
"extension": "txt",
"type": "APPIUM_JAVA_OUTPUT",
"name": "Appium Java Output",
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:artifact:5e01a8c7c861-4c0a-b1d5-12345EXAMPLE",
}
]
}

ステップ 3: アーティファクトをダウンロードする
•

前のステップの URL を使用して、アーティファクトをダウンロードします。この例では、curl を使用
して、Android Appium Java 出力ファイルをダウンロードします。
curl "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/ExampleURL"
> MyArtifactName.txt

アーティファクト (API) を使用する
Device Farm API ListArtifactsメソッドでは、ファイル、スクリーンショット、ログなどのアーティファク
トのリストが返ります。各アーティファクトには URL が含まれているため、ファイルをダウンロードする
ことができます。
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カスタムテスト環境でのアーティファクトの使用

カスタムのテスト環境で、Device Farm は、カスタムレポートやログファイル、イメージなどのアーティ
ファクトを収集します。これらのアーティファクトは、テストランでデバイスごとに表示されます。
テストラン中に作成されるこれらのアーティファクトはダウンロードすることができます。
テストスペック出力
テストスペックの YAML ファイル内のコマンドの実行による出力。
お客様のアーティファクト
テストランのアーティファクトを含む ZIP ファイル。テスト仕様の YAML ファイルの [artifacts:] セク
ションで設定されています。
テストスペックのシェルスクリプト
YAML ファイルから作成される中間シェルスクリプト。このシェルスクリプトファイルはテストラン
で使用されるため、YAML ファイルのデバッグに使用することができます。
テストスペックファイル
テストランで使用される YAML ファイル。
詳細については、「Device Farm のアーティファクトでのアーティファクトの使用 (p. 48)」を参照して
ください。
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AWS Device Farm リソースのタグ付
け
AWS Device Farm は AWS Resource Groups Tagging API と連携します。この API を使用すると、タグで
AWS アカウントのリソースを管理できます。プロジェクトやテスト実行などのリソースにタグを付けるこ
とができます。
タグを使用して以下のことができます。
• 独自のコスト構造を反映するように AWS 請求情報を整理します。そのためには、AWS アカウントにサ
インアップして、タグキー値が含まれた AWS アカウントの請求書を取得する必要があります。次に、
結合したリソースのコストを見るには、同じタグキー値のリソースに従って請求書情報を整理します。
例えば、複数のリソースにアプリケーション名のタグを付け、請求情報を整理することで、複数のサー
ビスを利用しているアプリケーションの合計コストを確認できます。詳細については、 AWS の請求情
報とコスト管理の「コスト配分とタグ付け」を参照してください。
• IAM ポリシーを通じてアクセスをコントロールします。そのためには、タグ値条件を使用してリソース
またはリソースのセットへのアクセスを許可するポリシーを作成します。
• タグとして特定のプロパティ (テストに使用されたブランチなど) が設定された実行を識別および管理し
ます。
リソースのタグ付けの詳細については、「タグ付けのベストプラクティス」ホワイトペーパーを参照して
ください。
トピック
• リソースのタグ付け (p. 52)
• リソースをタグで検索する (p. 53)
• リソースからのタグの削除 (p. 53)

リソースのタグ付け
AWS Resource Group Tagging API を使用すると、リソースのタグを追加、削除、または変更できます。
詳細については、「AWS Resource Group Tagging API リファレンス」を参照してください。
リソースにタグを付けるには、resourcegroupstaggingapi エンドポイントから TagResources オペ
レーションを使用します。このオペレーションでは、サポートされているサービスから ARN のリストと
キーと値のペアのリストを取得します。 値はオプションです。空の文字列は、そのタグに値がないことを
示します。例えば、以下の Python のタグの例では、一連のプロジェクト ARN にタグ build-config を
付けて、値 release を指定しています。
import boto3
client = boto3.client('resourcegroupstaggingapi')
client.tag_resources(ResourceARNList=["arn:aws:devicefarm:uswest-2:111122223333:project:123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000",
"arn:aws:devicefarm:uswest-2:111122223333:project:123e4567-e89b-12d3-a456-426655441111",
"arn:aws:devicefarm:uswest-2:111122223333:project:123e4567-e89b-12d3-a456-426655442222"]
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Tags={"build-config":"release", "git-commit":"8fe28cb"})

タグの値は必須ではありません。値のないタグを設定するには、値を指定するときに空の文字列 ("") を使
用します。タグでは 1 つの値のみ指定できます。タグでリソースに対して指定された以前の値は、新しい
値で上書きされます。

リソースをタグで検索する
タグに基づいてリソースを検索するには、resourcegrouptaggingapi エンドポイントから
GetResources オペレーションを使用します。このオペレーションは一連のフィルタを受け取りますが、
いずれも必須ではなく、指定された条件に一致するリソースを返します。フィルタを使用しない場合、す
べてのタグ付きリソースが返されます。GetResources オペレーションでは、以下の条件に基づいてリ
ソースをフィルタ処理できます。
• タグ値
• リソースタイプ (devicefarm:run など)
詳細については、「AWS Resource Group Tagging API リファレンス」を参照してください。
以下の例では、値が production であるタグ stack を使用して Device Farm デスクトップブラウザテス
トセッション (devicefarm:testgrid-session リソース) を検索します。
import boto3
client = boto3.client('resourcegroupstaggingapi')
sessions = client.get_resources(ResourceTypeFilters=['devicefarm:testgrid-session'],
TagFilters=[
{"Key":"stack","Values":["production"]}
])

リソースからのタグの削除
タグを削除するには、UntagResources オペレーションを使用して、削除するリソースとタグのリスト
を指定します。
import boto3
client = boto3.client('resourcegroupstaggingapi')
client.UntagResources(ResourceARNList=["arn:aws:devicefarm:uswest-2:111122223333:project:123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000"], TagKeys=["RunCI"])
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AWS Device Farm のテストタイプで
の作業
このセクションでは、2 つの組み込みのテストタイプと、テストフレームワークの Device Farm によるサ
ポートについて説明します。

テストフレームワーク
Device Farm では、以下の自動化テストフレームワークをサポートしています。

Android アプリケーションテストフレームワーク
• Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)
• AWS Device Farm での Calabash テスト作業 (p. 66)
• Android および AWS Device Farm の計器の操作 (p. 68)
• UI Automator (p. 70)

iOS アプリケーションテストフレームワーク
• Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)
• AWS Device Farm での Calabash テスト作業 (p. 66)
• UI Automation (p. 72)
• XCTest for iOS および AWS Device Farm の操作 (p. 73)
• XCTest UI (p. 75)

Web アプリケーションテストフレームワーク
ウェブアプリケーションは、Appium を使用してサポートされています。テストを Appium に持ち込む方法
の詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

カスタムテスト環境のフレームワーク
Device Farm では、Calabash、XCTests、および UI Automator のテストフレームワークのテスト環境のカ
スタマイズをサポートしています。詳細については、「カスタムテスト環境での作業 (p. 79)」を参照し
てください。

Appium でのバージョンサポート
Device Farm では、カスタム環境で実行されているテスト向けに Appium v1.8.1 をサポートしていま
す。Device Farm は標準環境で実行されているテスト向けに v1.7.2 をサポートしています。詳細について
は、「テスト環境 (p. 14)」を参照してください。
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組み込みテストタイプ
組み込みテストでは、テスト自動化スクリプトを記述、管理することなく、複数のデバイスでアプリケー
ションをテストすることができます。Device Farm には 2 つの組み込みテストタイプが用意されていま
す。
• ビルトイン:エクスプローラー (アンドロイド) (p. 77)
• 組み込みのファズ（Android および iOS） (p. 77)

Appium と AWS Device Farm での作業
このセクションでは、Appium テストを設定して、パッケージ化し、 Device Farm にアップロードする
方法について説明します。Appium は、ネイティブウェブアプリケーションおよびモバイルウェブアプリ
ケーションを自動化するためのオープンソースのツールです。詳細については、Appium ウェブサイト上
の「Introduction to Appium」を参照してください。
サンプルアプリケーションおよび動作テストへのリンクについては、Android の Device Farm サンプルア
プリケーション」および「iOS の Device Farm サンプルアプリケーション」を参照してください GitHub。

バージョンのサポート
さまざまなフレームワークやプログラミング言語のサポートは、使用する言語によって異なります。
Device Farm では、Appium サーバーバージョン 1.6.5 以上をすべてサポートしています。avm コマンドを
使用して、任意の Appium バージョンを選択できます。例えば、Appium サーバーバージョン 1.9.1 を使用
するには、テストスペックの YAML ファイルにこれらのコマンドを追加します。
phases:
install:
commands:
# To install a newer version of Appium such as version 1.9.1:
- export APPIUM_VERSION=1.9.1
- avm $APPIUM_VERSION
- ln -s /usr/local/avm/versions/$APPIUM_VERSION/node_modules/.bin/appium
avm/versions/$APPIUM_VERSION/node_modules/appium/bin/appium.js

/usr/local/

注釈など、フレームワークのすべての機能を使用するには、カスタムテスト環境を選択し、AWS CLI また
は Device Farm コンソールを使用して、カスタムテスト仕様をアップロードします。
Java (TestNG)
現在、Device Farm は Appium Java テストを実行するための Java 8 をサポートしています。
Java (JUnit)
現在、Device Farm は Appium Java テストを実行するための Java 8 をサポートしています。
Node.JS
Device Farm で Appium Node.js テストを実行する場合に、任意の Node.js バージョンを使用できま
す。テスト仕様の YAML ファイルで Node.js バージョンを指定します。
Python
標準モードで、Device Farm は、テストを実行するために Python バージョン 2.7 をサポートしていま
す。カスタムモードでは、Python 2.7 と Python 3 (3.7) の両方が利用可能です。
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Ruby
Device Farm で Appium Ruby テストを実行する場合に、任意の Ruby バージョンを使用できます。テ
スト仕様の YAML ファイルに Ruby バージョン (例: 2.5.1) を指定します。
トピック
• Appium テストパッケージを設定する (p. 56)
• ZIP 形式のテストパッケージファイルの作成 (p. 62)
• テストパッケージを Device Farm にアップロードする (p. 64)
• テストのスクリーンショットを撮る (オプション) (p. 66)

Appium テストパッケージを設定する
テストパッケージを設定するには、次の手順を実行します。
Java (JUnit)
1.

pom.xml を変更して、パッケージを JAR ファイルに設定します。
<groupId>com.acme</groupId>
<artifactId>acme-myApp-appium</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>

2.

pom.xml を使用してテストを JAR ファイルにビルドするには、maven-jar-plugin を変更し
ます。
次のプラグインは、テストソースコード (src/test ディレクトリ内のもの) を JAR ファイルに
ビルドします。
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
<version>2.6</version>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>test-jar</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>

3.

依存関係を JAR ファイルとしてするには、pom.xml 使用するように maven-dependencyplugin を変更します。
次のプラグインは依存関係を dependency-jars ディレクトリにコピーします。
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
<version>2.10</version>
<executions>
<execution>
<id>copy-dependencies</id>
<phase>package</phase>
<goals>
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<goal>copy-dependencies</goal>
</goals>
<configuration>
<outputDirectory>${project.build.directory}/dependency-jars/</
outputDirectory>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>

4.

次の XML アセンブリを (src/main/assembly/zip.xml) に保存します。
次の XML は、設定時に、Maven がビルド出力ディレクトリと dependency-jars ディレクトリ
のルートにあるすべてを含む .zip ファイルをビルドするように指示するアセンブリ定義です。
<assembly
xmlns="http://maven.apache.org/plugins/maven-assembly-plugin/assembly/1.1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/plugins/maven-assembly-plugin/
assembly/1.1.0 http://maven.apache.org/xsd/assembly-1.1.0.xsd">
<id>zip</id>
<formats>
<format>zip</format>
</formats>
<includeBaseDirectory>false</includeBaseDirectory>
<fileSets>
<fileSet>
<directory>${project.build.directory}</directory>
<outputDirectory>./</outputDirectory>
<includes>
<include>*.jar</include>
</includes>
</fileSet>
<fileSet>
<directory>${project.build.directory}</directory>
<outputDirectory>./</outputDirectory>
<includes>
<include>/dependency-jars/</include>
</includes>
</fileSet>
</fileSets>
</assembly>

5.

pom.xml を使用してテストとすべての依存関係を単一の .zip ファイルにパッケージ化するに
は、maven-assembly-plugin を変更します。
次のプラグインは、上記のアセンブリを使用して、mvn package が実行されるたびに、ビルド出
力ディレクトリに zip-with-dependencies という名前の .zip ファイルを作成します。
<plugin>
<artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
<version>2.5.4</version>
<executions>
<execution>
<phase>package</phase>
<goals>
<goal>single</goal>
</goals>
<configuration>
<finalName>zip-with-dependencies</finalName>
<appendAssemblyId>false</appendAssemblyId>
<descriptors>
<descriptor>src/main/assembly/zip.xml</descriptor>
</descriptors>
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</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>

Note
注釈が 1.3 でサポートされていないというエラーが表示された場合は、以下を pom.xml に追
加します。
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>
<source>1.7</source>
<target>1.7</target>
</configuration>
</plugin>

Java (TestNG)
1.

pom.xml を変更して、パッケージを JAR ファイルに設定します。
<groupId>com.acme</groupId>
<artifactId>acme-myApp-appium</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>

2.

pom.xml を使用してテストを JAR ファイルにビルドするには、maven-jar-plugin を変更し
ます。
次のプラグインは、テストソースコード (src/test ディレクトリ内のもの) を JAR ファイルに
ビルドします。
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
<version>2.6</version>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>test-jar</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>

3.

依存関係を JAR ファイルとしてするには、pom.xml 使用するように maven-dependencyplugin を変更します。
次のプラグインは依存関係を dependency-jars ディレクトリにコピーします。
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
<version>2.10</version>
<executions>
<execution>
<id>copy-dependencies</id>
<phase>package</phase>
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<goals>
<goal>copy-dependencies</goal>
</goals>
<configuration>
<outputDirectory>${project.build.directory}/dependency-jars/</
outputDirectory>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>

4.

次の XML アセンブリを (src/main/assembly/zip.xml) に保存します。
次の XML は、設定時に、Maven がビルド出力ディレクトリと dependency-jars ディレクトリ
のルートにあるすべてを含む .zip ファイルをビルドするように指示するアセンブリ定義です。
<assembly
xmlns="http://maven.apache.org/plugins/maven-assembly-plugin/assembly/1.1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/plugins/maven-assembly-plugin/
assembly/1.1.0 http://maven.apache.org/xsd/assembly-1.1.0.xsd">
<id>zip</id>
<formats>
<format>zip</format>
</formats>
<includeBaseDirectory>false</includeBaseDirectory>
<fileSets>
<fileSet>
<directory>${project.build.directory}</directory>
<outputDirectory>./</outputDirectory>
<includes>
<include>*.jar</include>
</includes>
</fileSet>
<fileSet>
<directory>${project.build.directory}</directory>
<outputDirectory>./</outputDirectory>
<includes>
<include>/dependency-jars/</include>
</includes>
</fileSet>
</fileSets>
</assembly>

5.

pom.xml を使用してテストとすべての依存関係を単一の .zip ファイルにパッケージ化するに
は、maven-assembly-plugin を変更します。
次のプラグインは、上記のアセンブリを使用して、mvn package が実行されるたびに、ビルド出
力ディレクトリに zip-with-dependencies という名前の .zip ファイルを作成します。
<plugin>
<artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
<version>2.5.4</version>
<executions>
<execution>
<phase>package</phase>
<goals>
<goal>single</goal>
</goals>
<configuration>
<finalName>zip-with-dependencies</finalName>
<appendAssemblyId>false</appendAssemblyId>
<descriptors>
<descriptor>src/main/assembly/zip.xml</descriptor>
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</descriptors>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>

Note
注釈が 1.3 でサポートされていないというエラーが表示された場合は、以下を pom.xml に追
加します。
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>
<source>1.7</source>
<target>1.7</target>
</configuration>
</plugin>

Node.JS
Appium Node.js テストをパッケージ化して Device Farm にアップロードするには、ローカルマシンに
次のものをインストールする必要があります。
• Node Version Manager (nvm)
不要な依存関係がテストパッケージに含まれないように、テストを開発およびパッケージ化すると
きにこのツールを使用してください。
• Node.js
• npm-bundle (グローバルにインストール)
1.

nvm が存在することを確認します。
command -v nvm

出力として nvm が表示されるはずです。
詳細については、「nvm on」を参照してください GitHub。
2.

Node.js をインストールするには、このコマンドを実行します。
nvm install node

特定のバージョンの Node.js を指定できます。
nvm install 11.4.0

3.

正しいバージョンのノードが使用されていることを確認します。
node -v

4.

npm-bundle をグローバルにインストールします。
npm install -g npm-bundle
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Python
1.

不要な依存関係がアプリケーションパッケージに含まれないように、テストの開発とパッケージ
化のために Python virtualenv を設定することを強くお勧めします。
$ virtualenv workspace
$ cd workspace
$ source bin/activate

Tip
• グローバルサイトパッケージディレクトリからパッケージを継承するため、-system-site-packages オプションを使用して Python virtualenv を作成しないでく
ださい。これにより、テストで不要な依存関係を仮想環境に含めることになる場合が
あります。
• これらのネイティブライブラリは、これらのテストが実行されるインスタンス上に存
在する場合と存在しない場合があるため、ネイティブライブラリに依存する依存関係
をテストで使用しないことも確認する必要があります。
2.

仮想環境に py.test をインストールします。
$ pip install pytest

3.

Appium Python クライアントを仮想環境にインストールします。
$ pip install Appium-Python-Client

4.

カスタムモードで別のパスを指定しない限り、Device Farm はテストが tests/ に格納されるこ
とを想定しています。find を使用して、フォルダ内のすべてのファイルを表示できます。
$ find tests/

これらのファイルに、Device Farm で実行するテストスイートが含まれていることを確認しま
す。
tests/
tests/my-first-tests.py
tests/my-second-tests/py

5.

仮想環境のワークスペースフォルダからこのコマンドを実行して、テストを実行せずにテストの
リストを表示します。
$ py.test --collect-only tests/

Device Farm で実行するテストが出力に表示されていることを確認します。
6.

テスト/フォルダの下にあるすべてのキャッシュファイルを消去します。
$
$
$
$

7.

find
find
find
find

.
.
.
.

-name
-name
-name
-name

'__pycache__'
'*.pyc' -exec
'*.pyo' -exec
'*~' -exec rm

-type
rm -f
rm -f
-f {}

d -exec rm -r {} +
{} +
{} +
+

WorkSpace で次のコマンドを実行して、requirements.txt ファイルを生成します。
$ pip freeze > requirements.txt
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Ruby
Appium Ruby テストをパッケージ化して Device Farm にアップロードするには、ローカルマシンに次
のものをインストールする必要があります。
• Ruby Version Manager (RVM)
不要な依存関係がテストパッケージに含まれないように、テストを開発およびパッケージ化すると
きにこのコマンドラインツールを使用してください。
• Ruby
• Bundler (この Gem には通常、Ruby がすでにインストールされています)。
1.

必要なキー、RVM、および Ruby をインストールします。手順については、RVM ウェブサイトの
「RVM のインストール」を参照してください。
インストールが完了したら、サインアウトしてから再度サインインして端末を再リロードしま
す。

Note
RVM は bash シェル専用の関数としてロードされます。
2.

rvm が正しくインストールされたことを確認します。
command -v rvm

出力として rvm が表示されるはずです。
3.

特定のバージョンの Ruby (例えば 2.5.1) をインストールする場合は、次のコマンドを実行してく
ださい。
rvm install ruby 2.5.1 --autolibs=0

リクエストされた Ruby のバージョンを使用していることを確認します。
ruby -v

4.

通常、bundler gem はデフォルトでインストールされます。そうでない場合は、インストールし
ます。
gem install bundler

ZIP 形式のテストパッケージファイルの作成
次に、Device Farm のテストをバンドルします。
Java (JUnit)
テストのビルドとパッケージ:
$ mvn clean package -DskipTests=true

その結果 zip-with-dependencies.zip のファイルが作成されます。これはがお客様のテストパッ
ケージです。
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Java (TestNG)
テストのビルドとパッケージ:
$ mvn clean package -DskipTests=true

その結果 zip-with-dependencies.zip のファイルが作成されます。これはがお客様のテストパッ
ケージです。
Node.JS
1.

プロジェクトをチェックアウトします。
プロジェクトのルートディレクトリにいることを確認します。 ルートディレクトリで
package.json を確認できます。

2.

ローカルの依存関係をインストールするには、このコマンドを実行します。
npm install

このコマンドは、現在のディレクトリ内に node_modules フォルダも作成します。

Note
この時点で、ローカルでテストを実行できるようにする必要があります。
3.

このコマンドを実行して、現在のフォルダ内のファイルを *.tgz ファイルにパッケージ化します。
ファイルの名前は、package.json ファイルの name プロパティを使用して付けられます。
npm-bundle

この tarball(.tgz) ファイルには、コードと依存関係がすべて含まれています。
4.

このコマンドを実行して、前のステップで生成した tarball (*.tgz ファイル) を単一の zip アーカイ
ブにバンドルします。
zip -r MyTests.zip *.tgz

これは、次の手順で Device Farm にアップロードする MyTests.zip ファイルです。
Python
Python 2
pip を使用して、必要な Python パッケージ (「ホイールハウス」と呼ばれる) のアーカイブを生成
します。
$ pip wheel --wheel-dir wheelhouse -r requirements.txt

ホイールハウス、テスト、pip 要件を Device Farm の zip アーカイブにパッケージ化します。
$ zip -r test_bundle.zip tests/ wheelhouse/ requirements.txt

Python 3
テストと pip 要件を zip ファイルにパッケージ化します。
$ zip -r test_bundle.zip tests/ requirements.txt
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Ruby
1.

仮想 Ruby 環境を作成するには、次のコマンドを実行します。
# myGemset is the name of your virtual Ruby environment
rvm gemset create myGemset

2.

先ほど作成した環境を使用するには、次のコマンドを実行します。
rvm gemset use myGemset

3.

ソースコードを確認してください。
プロジェクトのルートディレクトリにいることを確認します。 ルートディレクトリで Gemfile
を確認できます。

4.

ローカルの依存関係と、Gemfile からすべての Gem をインストールするには、このコマンドを
実行します。
bundle install

Note
この時点で、ローカルでテストを実行できるようにする必要があります。テストをロー
カルで実行するには、このコマンドを使用します。
bundle exec $test_command

5.

vendor/cache フォルダの Gem をパッケージングします。
# This will copy all the .gem files needed to run your tests into the vendor/cache
directory
bundle package

6.

次のコマンドを実行して、すべての依存関係とともにソースコードを単一の zip アーカイブにバ
ンドルします。
zip -r MyTests.zip Gemfile vendor/ $(any other source code directory files)

これは、次の手順で Device Farm にアップロードする MyTests.zip ファイルです。

テストパッケージを Device Farm にアップロードする
Device Farm コンソールを使用してテストをアップロードできます。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

新しいユーザーの場合は、[New project] (新しいプロジェクト) を選択し、プロジェクトの名前を入力
し、[Submit] (送信) を選択します。
すでにプロジェクトがある場合は、それを選択して、テストをそのプロジェクトにアップロードでき
ます。

4.

プロジェクトを開き、[Create a new run] (新規ランの作成) を選択します。
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5.

ネイティブの Android と iOS テストの場合
「アプリケーションの選択」ページで「モバイルアプリ」を選択し、「ファイルを選択」を選択
してアプリケーションの配布可能なパッケージをアップロードします。

Note
ファイルは Android .apk または iOS .ipa のいずれかである必要があります。iOS アプ
リケーションは、シミュレーターではなく、実際のデバイス用に構築される必要があり
ます。
モバイルウェブアプリケーションのテストの場合
「アプリケーションの選択」 ページで、「Web App」を選択します。
6.

テストに適切な名前を付けます。これには、スペースまたは句読点の任意の組み合わせを含めること
ができます。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

「構成」ページの「テスト・フレームワークのセットアップ」セクションで、「Appium language」
を選択し、「ファイルを選択」を選択します。

9.

テストが含まれている .zip ファイルを参照して選択します。この .zip ファイルは「Appium テスト
パッケージを設定する (p. 56)」で説明されている形式に従う必要があります。

10. 標準環境でテストを実行するか、カスタム環境でテストを実行するかを選択します。標準環境には詳
細なテストごとのレポート作成があり、カスタム環境では任意のフレームワーク上に構築されたカス
タムテストハーネスを実行できます。
カスタム環境を使用すると、テストの設定、ティアダウン、呼び出しを完全に制御でき、ランタイ
ムと Appium サーバーの特定のバージョンを選択できます。一部の言語機能 (Python 3 やカスタム
TestNG の実行など) は、カスタム環境でのみ使用できます。
Java (JUnit)
JUnit は標準環境とカスタム環境の両方で問題なく動作します
Java (TestNG)
testng.xml 設定を使用した TestNG の呼び出しは、カスタムモードでのみ利用可能です。
Node.JS
カスタムモードでは、追加のパラメータを指定したり、テストフレームワークの標準外呼び出し
を使用したりできます。
Python
Python 2.7 は、標準環境およびカスタムモード使用の両方でサポートされています。Python を指
定する場合は、これが両方のデフォルトとなります。
Python 3 はカスタムモードでのみサポートされています。Python 3 を Python のバージョンとし
て選択するには、以下に示すように、テスト仕様を変更して PYTHON_VERSION を 3 に設定しま
す。
phases:
install:
commands:
# ...
- export PYTHON_VERSION=3
- export APPIUM_VERSION=1.14.2
# Activate the Virtual Environment that Device Farm sets up for Python 3,
then use Pip to install required packages.
- cd $DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_PATH
- . bin/activate
- pip install -r requirements.txt
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# ...

Ruby
カスタムモードでは、rvm コマンドを使用して、特定のバージョンの Ruby を指定できます。
phases:
install:
commands:
- rvm install version
- rvm use version

--autolibs=0

11. [Next] (次へ) を選択し、手順に従ってデバイスを選択して、実行を開始します。詳細については、
「Device Farm でテストランを作成する (p. 23)」を参照してください。

Note
Device Farm で Appium テストは変更されません。

テストのスクリーンショットを撮る (オプション)
テストの一部としてスクリーンショットを取得できます。
Device Farm は、DEVICEFARM_SCREENSHOT_PATH プロパティをローカルファイルシステム上の完全
修飾パスに設定します。Device Farm は、そのパスを Appium スクリーンショットの保存先とみなしま
す。スクリーンショットが保存されているテスト固有のディレクトリは、実行時に定義されます。スク
リーンショットは Device Farm レポートに自動的に取り込まれます。スクリーンショットを表示するに
は、Device Farm コンソールで、[Screenshots] (スクリーンショット) セクションを選択します。
Appium テストでのスクリーンショットの取得の詳細については、Appium API ドキュメントの「スクリー
ンショットの取得」を参照してください。

AWS Device Farm での Calabash テスト作業
Device Farm は、iOS および Android のテストのために Calabash をサポートしています。Calabash を使
用するアプリケーションをテストするための Calabash を使用するサンプルテストスイートについては、
「Device Farm サンプルアプリケーション」を参照してください。

Calabash とは
Calabash は、自動化インターフェイスの受け入れテストを実行するのに使用できるモバイルテストフレー
ムワークです。テストは Cucumber の記述言語と Ruby で記述されています。
Device Farmでは Calabash バージョン 0.20.5 をサポートしています。

Calabash テストの準備
Calabash テストを Device Farm に持ち込むには、次の構造で圧縮する必要があります。
• 以下を含む features というディレクトリ
• 機能の定義 (my-feature.feature)
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• Ruby ステップ定義を含む step_definitions というディレクトリ
• Ruby サポートファイルを含む support というディレクトリ
• その他のサポートファイル

Calabash テストを AWS Device Farm にアップロード
する
Device Farm コンソールを使用してテストをアップロードします。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

テストランに関連付けられるプロジェクトを選択します。

Tip
プロジェクトを作成するには、「AWS Device Farm でプロジェクトを作成します。 (p. 20)」
の手順に従ってください。
4.

[Create a new run (新しい実行の作成)] を選択します。

5.

「アプリケーションの選択」 ページで、「ファイルを選択」を選択します。

6.

アプリケーションファイルを参照して選択します。このファイルは、iOS アプリケーション用の .ipa
ファイル、または Android アプリケーション用の .apk ファイルである必要があります。

Note
.ipa ファイルがシミュレーター用ではなく iOS デバイス用に作成されていることを確認しま
す。
7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

「構成」ページの「テスト・フレームワークのセットアップ」セクションで、「Calabash」を選択
し、「ファイルを選択」を選択します。

9.

テストが含まれている .zip ファイルを参照して選択します。

10. [Next] (次へ) を選択後、残りの画面上の指示を完了してテストを実行するデバイスを選択し、実行を
開始します。

Android カラバッシュテストでスクリーンショットを
撮る
Android Calabash テストの一部としてスクリーンショットを撮ることができます。
Calabash では、スクリーンショットを取得するための一連の定義済みの手順を利用できます。詳細につ
いては、の Calabash リポジトリにある [iOS Predefined Steps] (iOS の定義済みの手順) および [Android
Predefined Steps] (Android の定義済みの手順) ページの「Screenshots」セクションを参照してください
GitHub。
また、Ruby (.rb) ファイル内のカスタムステップを定義して screenshot_embed 関数を呼び出すことも
できます。この関数では、スクリーンショットを作成して定義したディレクトリに保存します。次のコー
ド例ではスクリーンショットを作成し、/my/custom/path ディレクトリに screenshot_secondssince-Epoch のファイル名で保存します。
screenshot_embed(:prefix => "/my/custom/path", :name => "screenshot_#{Time.now.to_i}")
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カラバッシュテストに関する追加の考慮事項
Device Farm は Device Farm のデバイス上で Calabash テストを実行できるようにいくつかの Calabash
フックを置き換えますが、テスト自体は変更されません。

AWS Device Farm の Android テスト作業
Device Farm では、Android デバイスの複数の自動化テストタイプ、および 2 種類の組み込みテストがサ
ポートされています。

Android アプリケーションテストフレームワーク
Android デバイスでは、次のテストを使用できます。
• Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)
• Android および AWS Device Farm の計器の操作 (p. 68)
• UI Automator (p. 70)

Android 用のビルトインテストタイプ
2 つの組み込みのテストタイプが Android デバイスで利用できます。
• ビルトイン:エクスプローラー (アンドロイド) (p. 77)
• 組み込みのファズ（Android および iOS） (p. 77)

Android および AWS Device Farm の計器の操作
Device Farm では、Android 用の計器 (JUnit、Espresso、Robotium、または実装ベースのテスト) のサポー
トを提供します。
Device Farm には、サンプルの Android アプリケーションと、計器 (Espresso) を含む 3 つの Android オー
トメーションフレームワークでの動作テストへのリンクが用意されています。Android 用 Device Farm サ
ンプルアプリケーションは、でダウンロードできます GitHub。
トピック
• インストルメンテーションとは (p. 68)
• Android インストルメンテーションテストをアップロード (p. 68)
• Android インストルメンテーションテストでのスクリーンショットの取得 (p. 69)
• Android の計器のテストに関する追加の考慮事項 (p. 69)

インストルメンテーションとは
Android の計器はテストコードでコールバックメソッドを呼び出すことができます。これにより、コン
ポーネントをデバッグしているかのように、コンポーネントのライフサイクルを段階的に実行することが
できます。詳細については、Android 開発者ツールドキュメントの『Testing Fundamentals セクション』
内の「計器」を参照してください。

Android インストルメンテーションテストをアップロード
Device Farm コンソールを使用してテストをアップロードします。
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1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

プロジェクトのリストで、テストをアップロードするプロジェクトを選択します。

Tip
名前を使用して検索バーでプロジェクトリストを絞り込むことができます。
プロジェクトを作成するには、「AWS Device Farm でプロジェクトを作成します。 (p. 20)」
の手順に従ってください。
4.

[Create a new run] (新しい実行の作成) ボタンが表示されている場合は、選択します。

5.

「アプリケーションの選択」 ページで、「ファイルを選択」を選択します。

6.

Android アプリケーションファイルを参照して選択します。このファイルは、.apk ファイルである必
要があります。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

「構成」ページの「テスト・フレームワークのセットアップ」セクションで、「インストルメンテー
ション」を選択し、「ファイルを選択」を選択します。

9.

テストが含まれている .apk ファイルを参照して選択します。

10. [Next] (次へ) を選択し、残りの手順を完了してデバイスを選択し、実行を開始します。

Android インストルメンテーションテストでのスクリーンショッ
トの取得
Android 計器テストの一部としてスクリーンショットを撮ることができます。
スクリーンショットを撮るには、次のいずれかのメソッドを呼び出します。
• Robotium の場合は、takeScreenShot メソッドを呼び出します (例: solo.takeScreenShot();)。
• Spoon の場合は、次のような screenshot メソッドを呼び出します。
Spoon.screenshot(activity, "initial_state");
/* Normal test code... */
Spoon.screenshot(activity, "after_login");

テスト実行中、Device Farm は、デバイス上の次の場所 (存在する場合) から自動的にスクリーンショット
を取得し、テストレポートに追加します。
• /sdcard/robotium-screenshots
• /sdcard/test-screenshots
• /sdcard/Download/spoon-screenshots/test-class-name/test-method-name
• /data/data/application-package-name/app_spoon-screenshots/test-classname/test-method-name

Android の計器のテストに関する追加の考慮事項
システムアニメーション
エスプレッソテスト用の Android のドキュメントによれば、実際のデバイス
でテストするときはシステムアニメーションをオフにすることをお勧めしま
す。UnitRunnerandroid.support.test.Runner.AndroidJ計器テストランナーを使用して実行する場
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合、Device Farm は WindowAnimation Scale、TransitionScale、Animator Duration Scale、Animator
Duration Duration Scale、Animator Duration Scale、Animator Duration Scale、
テストレコーダー
Device Farm は、Robotium record-and-playback などのスクリプトツールを備えたフレームワークを
サポートしています。

Android および AWS Device Farm の UI Automator の
操作
Device Farm では Android 用 UI Automator がサポートされています。

Note
このフレームワークは現在、プレビューバージョンです。すべてのスクリプトやアプリケーショ
ンで動作するとは限りません。
トピック
• UI オートメータとは何ですか? (p. 70)
• Android UI オートメーターのテストを準備しましょう (p. 70)
• Android UI オートメーターテストをアップロードする (p. 70)
• Android UI オートメーターのテストでスクリーンショットを撮る (p. 71)
• Android UI オートメーターのテストに関するその他の考慮事項 (p. 71)

UI オートメータとは何ですか?
UI Automator テストフレームワークは、ユーザーおよび Android 用システムアプリケーション間のイン
タラクションを実行する、ユーザーインターフェイステストを構築する一連の API を提供します。UI
Automator API で、[Settings] (設定) メニューやテストデバイスのアプリケーションランチャーを開く、な
どの操作を実行できます。詳細については、Android Developer Tools ドキュメントの「Testing Support
Library セクション」内の「UI Automator」を参照してください。

Android UI オートメーターのテストを準備しましょう
Android UI Automator テストは、1 つの JAR ファイルに含める必要があります。このファイルのパッ
ケージ名は、Android アプリケーションで使用されるパッケージ名と一致している必要があります。
例えば、Android アプリケーションのパッケージ名が com.my.android.app.MyMobileApp の場
合、Android UI Automator テストは com.my.android.app という名前のパッケージに含まれている必要
があります。

Android UI オートメーターテストをアップロードする
Device Farm コンソールを使用してテストをアップロードします。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

プロジェクトのリストで、テストをアップロードするプロジェクトを選択します。

Tip
名前を使用して検索バーでプロジェクトリストを絞り込むことができます。
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プロジェクトを作成するには、「AWS Device Farm でプロジェクトを作成します。 (p. 20)」
の手順に従ってください。
4.
5.
6.
7.
8.

[Create a new run] (新しい実行の作成) ボタンが表示されている場合は、選択します。
「アプリケーションの選択」 ページで、「ファイルを選択」を選択します。
Android アプリケーションファイルを参照して選択します。このファイルは、.apk ファイルである必
要があります。
[Next] (次へ) を選択します。
「設定」ページの「テストフレームワークのセットアップ」セクションで、「UI Automator」を選択
し、「ファイルを選択」を選択します。

9. テストが含まれている JAR ファイルを参照して選択します。
10. [Next] (次へ) を選択し、残りの手順を完了してデバイスを選択し、実行を開始します。

Android UI オートメーターのテストでスクリーンショットを撮る
Android UI Automator テストの一部としてスクリーンショットを撮ることができます。
スクリーンショットを取得するには、takeScreenshot メソッドを呼び出します
(例:takeScreenshot("/sdcard/uiautomator-screenshots/home-screen-1234.png");)。

Note
すべてのスクリーンショットを /sdcard/uiautomator-screenshots ディレクトリに保存す
る必要があります。保存するスクリーンショットの (ファイル名を含む) 完全なパスを指定する必
要があります。
この takeScreenshot メソッドは、API レベル 17 以降で機能します。API レベル 16 では、UI
Automator がサポートされていますが、スクリーンショットはサポートされていません。

Android UI オートメーターのテストに関するその他の考慮事項
Device Farm は Android UI Automator テストパッケージに再署名しますが、Android UI Automator テスト
を変更しません。

AWS Device Farm での iOS テスト作業
Device Farm では、iOS デバイスの複数の自動化テストタイプ、および、組み込みテストがサポートされ
ています。

iOS アプリケーションテストフレームワーク
iOS デバイスでは、次のテストを使用できます。
• Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)
• iOS test with Calabash (p. 66)
• UI Automation (p. 72)
• XCTest for iOS および AWS Device Farm の操作 (p. 73)
• XCTest UI (p. 75)

iOS 用の組み込みテストタイプ
現在、iOS デバイスで 1 つの組み込みのテストタイプが利用できます。
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• 組み込みのファズ（Android および iOS） (p. 77)

UI Automation for iOS および AWS Device Farm の操
作
Device Farm では UI Automation for iOS のサポートを提供しています。
トピック
• UI Automation とは何ですか? (p. 72)
• iOS UI 自動化テストをアップロードする (p. 72)
• iOS UI 自動化テストでスクリーンショットを撮る (p. 73)
• iOS UI 自動化テストに関するその他の考慮事項 (p. 73)

UI Automation とは何ですか?
お客様が書いたテストスクリプトを使用して iOS アプリケーションでユーザーインターフェイスのテスト
を自動化するために、自動計測を使用できます。これらのスクリプトはアプリケーションの外部で実行さ
れ、UI Automation API を呼び出してユーザーの操作をシミュレートします。API は、 JavaScript シミュ
レータまたは接続されたデバイスで実行する際にアプリケーションで実行されるアクションを指定する
プログラミングインターフェイスです。詳細については、iOS 開発者ライブラリの計測ユーザーガイドの
「計測について」を参照してください。

iOS UI 自動化テストをアップロードする
Device Farm コンソールを使用してテストをアップロードします。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

プロジェクトのリストで、テストをアップロードするプロジェクトを選択します。

Tip
名前を使用して検索バーでプロジェクトリストを絞り込むことができます。
プロジェクトを作成するには、「AWS Device Farm でプロジェクトを作成します。 (p. 20)」
の手順に従ってください。
4.

[Create a new run] (新しい実行の作成) ボタンが表示されている場合は、選択します。

5.

「アプリケーションの選択」 ページで、「ファイルを選択」を選択します。

6.

iOS アプリケーションファイルを参照して選択します。このファイルは、.ipa ファイルである必要が
あります。

Note
.ipa ファイルがシミュレーター用ではなく iOS デバイス用に作成されていることを確認しま
す。
7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

「設定」ページの「テストフレームワークの設定」セクションで、「UI Automation」を選択し、
「ファイルを選択」を選択します。

9.

単一のテスト用に .js ファイルを参照して選択します。

10. [Next] (次へ) を選択後、残りの画面上の指示を完了してテストを実行するデバイスを選択し、実行を
開始します。
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iOS UI 自動化テストでスクリーンショットを撮る
iOS UI Automation テストの一部としてスクリーンショットを撮ることができます。
スクリーンショットを取得するには、captureScreenWithName 関数 (例:
target.captureScreenWithName(lang + "_home");。lang は現在の言語名) を呼び出します。

iOS UI 自動化テストに関するその他の考慮事項
Device Farm は、iOS UI Automation テストの実行フローをモニタリングできるようにログ記録のフックを
追加しますが、Device Farm は iOS UI Automation テスト自体を変更することはしません。

XCTest for iOS および AWS Device Farm の操作
Device Farm を使用すると、XCTest フレームワークを使用してアプリケーションを実際のデバイスでテ
ストできます。XCTest の詳細については、[Testing with Xcode] (Xcode によるテスト) にある [Testing
Basics] (テストの基本) を参照してください。
テストを実行するには、テストラン用のパッケージを作成し、これらのパッケージを Device Farm にアッ
プロードします。
トピック
• XCTest 実行用のパッケージの作成 (p. 73)
• XCTest 実行用のパッケージを Device Farm にアップロードする (p. 74)

XCTest 実行用のパッケージの作成
XCTest フレームワークを使用してアプリケーションをテストするには、Device Farm に以下が必要です。
• .ipa ファイルのアプリケーションパッケージ。
• .zip ファイルの XCTest パッケージ。
Xcode が生成するビルド出力を使用してこれらのパッケージを作成します。次のステップを実行してパッ
ケージを作成し、Device Farm にアップロードできるようにします。

アプリケーションのビルド出力を生成するには
1.

Xcode でアプリケーションプロジェクトを開きます。

2.

Xcode ツールバーのスキームのドロップダウンメニューで、[Generic iOS Device] (汎用 iOS デバイス)
を送信先として選択します。

3.

[Product] (プロジェクト) メニューで、[Build For] (ビルド用途) を選択した後、[Testing] (テスト) を選
択します。

アプリケーションパッケージを作成するには
1.

Xcode のプロジェクトナビゲーターの [Products] (製品) で、app-project-name.app という名前
のファイルのコンテキストメニューを開きます。次に、[Show in Finder] (Finder で表示) を選択しま
す。Debug-iphoneos という名前のフォルダが Finder で開きます。ここに、Xcode によってテスト
ビルド用に生成された出力が含まれています。このフォルダには .app ファイルが含まれています。

2.

Finder で、新しいフォルダを作成して Payload という名前を付けます。

3.

app-project-name.app ファイルをコピーして、Payload フォルダに貼り付けます。
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4.

Payload フォルダのコンテキストメニューを開き、[Compress "Payload"] (「Payload」を圧縮) を選
択します。Payload.zip という名前のファイルが作成されます。

5.

Payload.zip のファイル名と拡張子を app-project-name.ipa に変更します。
後のステップで、このファイルを Device Farm に提供します。ファイルを見つけやすくするために、
デスクトップなど別の場所に移動させても構いません。

6.

必要に応じて、Payload フォルダとその中にある .app ファイルを削除できます。

XCTest パッケージを作成するには
1.

Finder を使用し、Debug-iphoneos ディレクトリで app-project-name.app ファイルのコンテ
キストメニューを開きます。次に、[Show Package Contents] (パッケージの内容を表示) を選択しま
す。

2.

パッケージの内容の中で、Plugins フォルダを開きます。 このフォルダに app-projectname.xctest という名前のファイルが含まれています。

3.

このファイルのコンテキストメニューを開き、Compress "" "" "" "" "" "" "] (Compress" "" "appproject-name.xctest") を選択します。app-project-name.xctest.zip という名前のファイ
ルが作成されます。
後のステップで、このファイルを Device Farm に提供します。ファイルを見つけやすくするために、
デスクトップなど別の場所に移動させても構いません。

XCTest 実行用のパッケージを Device Farm にアップロードする
Device Farm コンソールを使用してテスト用のパッケージをアップロードします。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

プロジェクトがまだなければ作成します。プロジェクトを作成するステップについては、「AWS
Device Farm でプロジェクトを作成します。 (p. 20)」を参照してください。
それ以外の場合は、[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイ
スのテスト) を選択して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

テストを実行するために使用するプロジェクトを選択します。

4.

[Create a new run (新しい実行の作成)] を選択します。

5.

「アプリケーションの選択」 ページで、「モバイルアプリ」を選択します。

6.

[ファイルを選択] を選択します。

7.

アプリケーション用の .ipa ファイルを見つけ、アップロードします。

Note
.ipa パッケージはテスト用にビルドされている必要があります。
8.

アップロードが完了したら、[Next] (次へ) を選択します。

9.

「構成」ページの「テスト・フレームワークのセットアップ」セクションで、「XCTest」を選択しま
す。次に、[ファイルを選択] を選択します。

10. アプリケーション用の XCTest パッケージが含まれている .zip ファイルを見つけてアップロードし
ます。
11. アップロードが完了したら、[Next] (次へ) を選択します。
12. プロジェクトの作成プロセスの残りのステップを完了します。テストするデバイスを選択し、デバイ
スの状態を指定します。
13. 実行を設定したら、[確認して実行を開始] ページで [確認して実行を開始] を選択します。
Device Farm によってテストが実行され、結果がコンソールに表示されます。
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XCTest UI Testing Frfor iOS および AWS Device Farm
の操作
Device Farm では、XCTest UI testing framework for iOS のサポートを提供しています。中でも、Device
Farm では、Objective-C と Swift の両方で記述される XCTest UI テストをサポートしています。
トピック
• XCTest UI テストフレームワークとは何ですか? (p. 75)
• iOS XC テスト UI テストを準備する (p. 75)
• iOS XCTest UI テストをアップロードする (p. 75)
• iOS XCTest UI テストでのスクリーンショットの取得 (p. 76)

XCTest UI テストフレームワークとは何ですか?
XCTest UI フレームワークは Xcode 7 で導入された新しいテストフレームワークです。このフレームワー
クは、UI テスト機能を備えた XCTest を拡張します。詳細については、iOS 開発者ライブラリの『Xcode
でテストする』セクションの、「ユーザーインターフェイスのテスト」を参照してください。

iOS XC テスト UI テストを準備する
iOS XCTest UI テストランナーバンドルは、適切にフォーマットされた .ipa ファイルに含まれている必要
があります。
.ipa ファイルを作成するには、 my-project-name UITest-Runner.app バンドルを空のペイロードディレク
トリに配置します。次に、Payload ディレクトリを .zip ファイルにアーカイブし、ファイル拡張子を .ipa
に変更します。*UITest-Runner.app バンドルは、テストのためにプロジェクトをビルドするときに Xcode
によって生成されます。また、プロジェクトの Products ディレクトリにあります。

iOS XCTest UI テストをアップロードする
Device Farm コンソールを使用してテストをアップロードします。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

プロジェクトのリストで、テストをアップロードするプロジェクトを選択します。

Tip
名前を使用して検索バーでプロジェクトリストを絞り込むことができます。
プロジェクトを作成するには、「AWS Device Farm でプロジェクトを作成します。 (p. 20)」
の手順に従ってください
4.

[Create a new run] (新しい実行の作成) ボタンが表示されている場合は、選択します。

5.

「アプリケーションの選択」 ページで、「ファイルを選択」を選択します。

6.

iOS アプリケーションファイルを参照して選択します。このファイルは、.ipa ファイルである必要が
あります。

Note
.ipa ファイルがシミュレーター用ではなく iOS デバイス用に作成されていることを確認しま
す。
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7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

「構成」ページの「テスト・フレームワークのセットアップ」セクションで、「XCTest UI」を選択
し、「ファイルを選択」を選択します。

9.

iOS XCTest UI テストランナーを含む .ipa ファイルを参照して選択します。

10. [Next] (次へ) を選択後、残りの画面上の指示を完了してテストを実行するデバイスを選択し、実行を
開始します。

iOS XCTest UI テストでのスクリーンショットの取得
XCTest UI テストでは、テストのステップごとに自動的にスクリーンショットをキャプチャします。これ
らのスクリーンショットは、Device Farm テストレポートに表示されます。追加のコードは不要です。

AWS Device Farm でのウェブアプリケーションテ
スト作業
Device Farm は、テストにウェブアプリケーション用には Appium によるテストを提供します。Device
Farm での Appium テストの設定についての詳細は、「the section called “Appium” (p. 55)」を参照して
ください。

従量制デバイスと非従量制デバイスのルール
メータリングとは、デバイスの請求を指します。デフォルトでは、Device Farm デバイスが計測され、無
料試用期間が経過すると 1 分ごとに課金されます。また、計測対象外のデバイスを購入することもできま
す。これにより、毎月の定額料金で無制限のテストが可能になります。料金の詳細については、「AWS
Device Farm 料金表」を参照してください。
iOS デバイスと Android デバイスの両方を含むデバイスプールで実行を開始する場合は、計測デバイスと
計測対象外デバイスのルールがあります。例えば、計測されていない Android デバイスが 5 個、計測され
ていない iOS デバイスが 5 個ある場合、ウェブテスト実行では、計測されていないデバイスが使用されま
す。
別の例として、計測されていない Android デバイスが 5 個あり、計測されていない iOS デバイスはないと
します。ウェブ実行のために Android デバイスのみを選択すると、計測されていないデバイスが使用され
ます。ウェブ実行のために Android デバイスと iOS デバイスの両方を選択すると、課金方法が計測され、
計測されていないデバイスは使用されません。

AWS Device Farm での組み込みテスト作業
Device Farm では、Android デバイスおよび iOS デバイス用の組み込みテストタイプのサポートを提供し
ます。

組み込みテストタイプ
組み込みテストを使用すると、スクリプトを記述することなくアプリケーションをテストできます。
• ビルトイン:エクスプローラー (アンドロイド) (p. 77)
• 組み込みのファズ（Android および iOS） (p. 77)
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Device Farm の組み込みのエクスプローラテストでの
作業
Device Farm を使用して、組み込みのエクスプローラーテストタイプを提供します。

組み込みのエクスプローラーテストとは何ですか?
組み込みのエクスプローラーテストでは、各画面を分析してエンドユーザーであるかのように操作してア
プリケーションをクロールします。テストがサインインできるように、調査時にスクリーンショットを取
り込み、Device Farm に認証情報を提供します。
パラメータ
• Username (オプション)。エクスプローラがアプリケーション内でサインイン画面に遭遇した場合に使
用するユーザー名を指定します。ユーザー名が指定されていない場合、Device Farm ではユーザー名を
挿入しません。
• Password (オプション)。エクスプローラがアプリケーション内でサインイン画面に遭遇した場合に使
用するパスワードを指定します。パスワードが指定されていない場合、Device Farm では、パスワード
を挿入しません。

組み込みのエクスプローラーテストタイプを使用する
Device Farm コンソールを使用して、組み込みのエクスプローラテストを実行します。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

プロジェクトのリストで、組み込みのエクスプローラーテストを実行するプロジェクトを選択しま
す。

Tip
名前を使用して検索バーでプロジェクトリストを絞り込むことができます。
プロジェクトを作成するには、「AWS Device Farm でプロジェクトを作成します。 (p. 20)」
の手順に従ってください。
4.

[Create a new run] (新しい実行の作成) ボタンが表示されている場合は、選択します。

5.

「アプリケーションの選択」 ページで、「ファイルを選択」を選択します。

6.

組み込みのエクスプローラーテストを実行するアプリケーションファイルを参照して選択します。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

「構成」ページの「テスト・フレームワークのセットアップ」セクションで、「ビルトイン:エクスプ
ローラー」を選択します。

9.

[Next] (次へ) を選択し、残りの手順を完了してデバイスを選択し、実行を開始します。

Device Farm の組み込みのファズテストでの作業
Device Farm を使用して、組み込みのファズテストタイプを提供します。

組み込みのファズテストとは何ですか?
組み込みのファズテストでは、ユーザーインターフェイスのイベントをデバイスにランダムに送信して、
その結果をレポートします。
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組み込みのファズテストタイプを使用する
Device Farm コンソールを使用して、組み込みのファズテストを実行します。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

プロジェクトの一覧で、組み込みのファズテストを実行するプロジェクトを選択します。

Tip
名前を使用して検索バーでプロジェクトリストを絞り込むことができます。
プロジェクトを作成するには、「AWS Device Farm でプロジェクトを作成します。 (p. 20)」
の手順に従ってください。
4.

[Create a new run] (新しい実行の作成) ボタンが表示されている場合は、選択します。

5.
6.

「アプリケーションの選択」 ページで、「ファイルを選択」を選択します。
組み込みのファズテストを実行するアプリケーションファイルを参照して選択します。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

「設定」ページの「テストフレームワークのセットアップ」セクションで、「ビルトイン:ファズ」を
選択します。

9.

以下のいずれかの設定が表示された場合は、デフォルト値をそのまま使用するか、独自の値を指定で
きます。

• イベント数: ファズテストを実行するユーザーインターフェイスのイベントの数を表す 1～10,000
の範囲内の数を指定します。
• イベントスロットル:0 から 1000 の間で指定します。これは、ファズテストが次のユーザーイン
ターフェースイベントを実行する前に待機するミリ秒数を指定します。
• ランダマイザーシード: ファズテストによってユーザーインターフェイスのイベントをランダム化
するために使用する数を指定します。後続のファズテストに同じ番号を指定すると、同じイベント
シーケンスが保証されます。
10. [Next] (次へ) を選択し、残りの手順を完了してデバイスを選択し、実行を開始します。
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AWS Device Farm でのカスタムテス
ト環境を使用する
AWS Device Farm では、デフォルトのスタンダードテスト環境の提供だけでなく、自動テストのカスタム
環境を設定することもできます。詳細については、「テスト環境 (p. 14)」を参照してください。
カスタムの自動テスト環境は、YAML 形式のテスト仕様 (テストスペック) ファイルを使用してセットアッ
プおよび設定することができます。Device Farm では、サポートされているテストタイプごとに、デフォ
ルトのテストスペックが提供されます。デフォルトのテストスペックはそのままに使用するか、必要に応
じて編集することができます。テストスペックファイルを編集した場合は、後の実行に備えて保存するこ
とができます。
詳細については、「AWS CLI を使用したカスタムテストスペックのアップロード」および「Device Farm
でテストランを作成する (p. 23)」を参照してください。
トピック
• テストスペック構文 (p. 79)
• テストスペックの例です (p. 81)
• 環境変数 (p. 82)
• 標準テスト環境からカスタムテスト環境へのテストの移行 (p. 84)
• Device Farm でのカスタムテスト環境の拡張 (p. 85)

テストスペック構文
YAML テストスペックファイルの構造を表します。

version: 0.1
phases:
install:
commands:
- command
- command
pre_test:
commands:
- command
- command
test:
commands:
- command
- command
post_test:
commands:
- command
- command
artifacts:
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- location
- location

テストスペックには次のものが含まれています。
version
Device Farm でサポートされているテストスペックバージョンが反映されます。現在のバージョン番
号は 0.1 です。
phases
このセクションには、テストラン中に実行されるコマンドのグループを含みます。
許可されるテストフェーズ名は次のとおりです。
install
オプション。
Device Farm によってサポートされるテストフレームワークの依存関係はデフォルトで既にイ
ンストールされています。このフェーズには、追加コマンドが含まれます (インストール時に
Device Farm で実行するコマンドがある場合)。
pre_test
オプション。
自動テストラン前に実行されたコマンド (ある場合)。
test
オプション。
自動テストラン中に実行されたコマンド。テストフェーズでいずれかのコマンドが失敗した場
合、そのテストは失敗としてマークされます。
post_test
オプション。
自動テストラン後に実行されたコマンド (ある場合)。
artifacts
オプション。
Device Farm は、カスタムレポートやログファイル、イメージなどのアーティファクトをここで指定
した場所から収集します。ワイルドカード文字はアーティファクトの場所の一部としてサポートされ
ていないため、ロケーションごとに有効なパスを指定する必要があります。
これらのテストアーティファクトは、テストランでデバイスごとに表示されます。テストアーティ
ファクトの取得方法については、「カスタムテスト環境でのアーティファクトの使用 (p. 51)」を参照
してください。

Important
テストスペックは、有効な YAML ファイルとしてフォーマットされる必要があります。テストス
ペックのインデントまたはスペースが無効の場合は、テストランが失敗する可能性があります。
タブは YAML ファイルでは使用できません。テストスペックが有効な YAML かどうかをテストす
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るには、YAML validator を使用します。詳細については、「YAML のウェブサイト」を参照して
ください。

テストスペックの例です
これは、Appium Java TestNG テストランを設定する Device Farm YAML テストスペックの一例です。
version: 0.1
# Phases are a collection of commands that get executed on Device Farm.
phases:
# The install phase includes commands that install dependencies that your tests use.
# Default dependencies for testing frameworks supported on Device Farm are already
installed.
install:
commands:
# By default, Appium server version used is 1.7.2.
# You can switch to an alternate supported version from 1.6.5, 1.7.1, 1.7.2, 1.8.0 or
1.8.1 by using a command like "avm 1.7.1"
# OR
# To install a newer version of Appium use the following commands:
# - export APPIUM_VERSION=1.8.1
# - avm $APPIUM_VERSION
# - ln -s /usr/local/avm/versions/$APPIUM_VERSION/node_modules/.bin/appium /usr/
local/avm/versions/$APPIUM_VERSION/node_modules/appium/bin/appium.js
# The pre-test phase includes commands that setup your test environment.
pre_test:
commands:
# Setup environment variables for java
- export CLASSPATH=$CLASSPATH:$DEVICEFARM_TESTNG_JAR
- export CLASSPATH=$CLASSPATH:$DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_PATH/*
- export CLASSPATH=$CLASSPATH:$DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_PATH/dependency-jars/*
# We recommend starting appium server process in the background using the command
below.
# Appium server log will go to $DEVICEFARM_LOG_DIR directory.
# The environment variables below will be auto-populated during run time.
- echo "Start appium server"
- >appium --log-timestamp --device-name $DEVICEFARM_DEVICE_NAME
--platform-name $DEVICEFARM_DEVICE_PLATFORM_NAME --app $DEVICEFARM_APP_PATH
--udid $DEVICEFARM_DEVICE_UDID --chromedriver-executable
$DEVICEFARM_CHROMEDRIVER_EXECUTABLE >> $DEVICEFARM_LOG_DIR/appiumlog.txt 2>&1 &
- >start_appium_timeout=0;
while [ true ];
do
if [ $start_appium_timeout -gt 30 ];
then
echo "appium server never started in 30 seconds. Exiting";
exit 1;
fi;
grep -i "Appium REST http interface listener started on 0.0.0.0:4723"
$DEVICEFARM_LOG_DIR/appiumlog.txt >> /dev/null 2>&1;
if [ $? -eq 0 ];
then
echo "Appium REST http interface listener started on 0.0.0.0:4723";
break;
else
echo "Waiting for appium server to start. Sleeping for 1 second";
sleep 1;
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fi;
done;

start_appium_timeout=$((start_appium_timeout+1));

# The test phase includes commands that start your test suite execution.
test:
commands:
# Your test package is downloaded in $DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_PATH so we first change
directory to that path.
- echo "Navigate to test package directory"
- cd $DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_PATH
# By default, the following command is used by Device Farm to run your Appium
test.
# The goal is to run to your tests jar file with all the dependencies jars in
CLASSPATH.
# Alternatively, You may specify your customized command.
# Note: For most use cases, the default command works fine.
# Please refer "http://testng.org/doc/documentation-main.html#running-testng"
more options on running TestNG tests from the command line.
- echo "Start Appium TestNG test"
- java -Dappium.screenshots.dir=$DEVICEFARM_SCREENSHOT_PATH org.testng.TestNG
testjar *-tests.jar -d $DEVICEFARM_LOG_DIR/test-output -verbose 10

name

TestNG
the

for
-

# To run your tests with testng.xml file, use the following sequence:
# Note: you don't have to unzip your test jar unless you have xml file with custom

# 1. Your testng.xml is inside the test jar after packaging step. Unzip it using
commands:
# - echo "Unzipping TestNG tests jar"
# - unzip *-tests.jar
# 2. Run your TestSuite by specifying the unzipped testng.xml using commands:
# - echo "Start Appium TestNG test"
# - java org.testng.TestNG -d $DEVICEFARM_LOG_DIR/test-output testng.xml
# The post test phase includes are commands that are run after your tests are executed.
post_test:
commands:
# The artifacts phase lets you specify the location where your tests logs, device logs will
be stored.
# And also let you specify the location of your test logs and artifacts which you want to
be collected by Device Farm.
# These logs and artifacts will be available through ListArtifacts API in Device Farm.
artifacts:
# By default, Device Farm will collect your artifacts from following directories
- $DEVICEFARM_LOG_DIR

環境変数
環境変数は、自動テストで使用する値を表します。これらの環境変数は、YAML ファイルやテストコード
で使用することができます。カスタムテスト環境で、Device Farm はランタイムに環境変数を動的に入力
します。
トピック
• 一般的な環境変数 (p. 83)
• Appium Java JUnit 環境変数 (p. 84)
• Appium Java TestNG 環境変数 (p. 84)
• XCUITest 環境変数 (p. 84)
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一般的な環境変数
Android テスト
このセクションでは、Device Farm でサポートされている Android プラットフォームテストで一般的なカ
スタム環境変数について説明します。
$DEVICEFARM_DEVICE_NAME
テストを実行するデバイスの名前。デバイスの一意のデバイス識別子 (UDID) を表します。
$DEVICEFARM_DEVICE_PLATFORM_NAME
デバイスのプラットフォーム名。Android または iOS。
$DEVICEFARM_APP_PATH
テストが実行されているホストマシン上のモバイルアプリケーションへのパス。このアプリケーショ
ンへのパスは、モバイルアプリケーションでのみ使用できます。
$DEVICEFARM_DEVICE_UDID
自動テストを実行中のモバイルデバイスの一意の識別子。
$DEVICEFARM_LOG_DIR
テストラン中に生成されるログファイルへのパス。
$DEVICEFARM_SCREENSHOT_PATH
テストラン中にキャプチャされるスクリーンショットへのパス (ある場合)。
$DEVICEFARM_CHROMEDRIVER_EXECUTABLE
Chrome ブラウザのバージョン。
$DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_NAME
テスト対象のパッケージの名前 (com.example.myapp など)。

Note
これは、Android ネイティブの計測テストを使用する場合にのみ使用できます。詳細について
は、「Android および AWS Device Farm の計器の操作 (p. 68)」を参照してください。

iOS テスト
このセクションでは、Device Farm でサポートされている iOS プラットフォームテストで一般的なカスタ
ム環境変数について説明します。
$DEVICEFARM_DEVICE_NAME
テストを実行するデバイスの名前。デバイスの一意のデバイス識別子 (UDID) を表します。
$DEVICEFARM_DEVICE_PLATFORM_NAME
デバイスのプラットフォーム名。Android または iOS。
$DEVICEFARM_APP_PATH
テストが実行されているホストマシン上のモバイルアプリケーションへのパス。このアプリケーショ
ンへのパスは、モバイルアプリケーションでのみ使用できます。
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$DEVICEFARM_DEVICE_UDID
自動テストを実行中のモバイルデバイスの一意の識別子。
$DEVICEFARM_LOG_DIR
テストラン中に生成されるログファイルへのパス。
$DEVICEFARM_SCREENSHOT_PATH
テストラン中にキャプチャされるスクリーンショットへのパス (ある場合)。

Appium Java JUnit 環境変数
このセクションでは、カスタムテスト環境の Appium Java JUnit テストで使用される環境変数を示しま
す。
$DEVICEFARM_TESTNG_JAR
TestNG .jar ファイルへのパス。
$DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_PATH
テストパッケージの解凍された内容へのパス。

Appium Java TestNG 環境変数
このセクションでは、カスタムテスト環境の Appium Java TestNG テストで使用される環境変数を示しま
す。
$DEVICEFARM_TESTNG_JAR
TestNG .jar ファイルへのパス。
$DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_PATH
テストパッケージの解凍された内容へのパス。

XCUITest 環境変数
$DEVICEFARM_XCUITESTRUN_FILE
Device Farm の .xctestun ファイルへのパス。アプリケーションとテストパッケージから生成され
ます。
$DEVICEFARM_DERIVED_DATA_PATH
Device Farm の xcodebuild 出力の予定されたパス。

標準テスト環境からカスタムテスト環境へのテスト
の移行
カスタム環境でテストを実行するには、テストランで使用される情報がすべて、テストスペック YAML
ファイルまたはテストコードに含まれている必要があります。カスタム環境にテストを移行する際は、以
下の点に注意してください。
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Appium フレームワーク
カスタムテスト環境において、Device Farm は、Appium フレームワークテストでの Appium 機能の挿入ま
たは上書きを行いません。テストの Appium 機能は、テストスペック YAML ファイルまたはテストコード
で指定する必要があります。

Android 計測
Android 実装テストをカスタムテスト環境に移行するために変更を行う必要はありません。

iOS XCUITest
iOS XCUITest テストをカスタムテスト環境に移行するために変更を行う必要はありません。

Device Farm でのカスタムテスト環境の拡張
Device Farm のカスタムモードを使用すると、単なるテストスイート以上のものが実行できます。このセ
クションでは、テストスイートを拡張し、テストを最適化する方法について学びます。

PIN の設定
一部のアプリケーションでは、デバイスに PIN を設定することが必要です。Device Farm では、デバイス
の PIN をネイティブに設定することはサポートされていません。ただし、これは次のことに注意すれば可
能となります。
• デバイスで Android 8 以上を実行している必要があります。
• テスト完了後、PIN を削除する必要があります。
テストで PIN を設定するには、次に示すように、pre_test および post_test フェーズを使用して PIN
を設定および削除します。
phases:
pre_test:
- # ... among your pre_test commands
- DEVICE_PIN_CODE="1234"
- adb shell locksettings set-pin "$DEVICE_PIN_CODE"
post_test:
- # ... Among your post_test commands
- adb shell locksettings clear --old "$DEVICE_PIN_CODE"

テストスイートが開始されると、PIN 1234 が設定されます。テストスイートの終了後に、PIN が削除され
ます。

Warning
テストの完了後にデバイスから PIN を削除しないと、デバイスとアカウントが隔離されます。

サーバー機能による Appium ベースのテストの高速化
Appium を使用すると、標準モードのテストスイートが非常に遅くなることがあります。これは、Device
Farm がデフォルト設定を適用しており、ユーザーの希望する Appium 環境の使用方法について想定
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していないためです。これらのデフォルトは業界のベストプラクティスを中心にして構築されていま
すが、状況に適用していない場合があります。Appium サーバーのパラメーターを微調整するには、
テストスペックのデフォルトの Appium Driver 機能を調整してください。たとえば、true以下では
iOSusePrebuildWDA テストスイートの機能をに設定して初期起動時間を短縮します。
phases:
pre_test:
- # ... Start up Appium
- >appium --log-timestamp
--default-capabilities "{\"usePrebuiltWDA\": true, \"derivedDataPath\":
\"$DEVICEFARM_WDA_DERIVED_DATA_PATH\",
\"deviceName\": \"$DEVICEFARM_DEVICE_NAME\", \"platformName\":
\"$DEVICEFARM_DEVICE_PLATFORM_NAME\", \"app\":\"$DEVICEFARM_APP_PATH\",
\"automationName\":\"XCUITest\", \"udid\":\"$DEVICEFARM_DEVICE_UDID_FOR_APPIUM\",
\"platformVersion\":\"$DEVICEFARM_DEVICE_OS_VERSION\"}"
>> $DEVICEFARM_LOG_DIR/appiumlog.txt 2>&1 &

Appium の機能は、シェルエスケープされ、引用符で囲まれた JSON 構造でなければなりません。
次の Appium 機能は、パフォーマンス向上の一般的なソースとなります。
noReset および fullReset
これらの 2 つの機能は互いに排他的となっており、各セッションの完了後に Appium の動作を記
述します。noReset が true に設定されている場合、Appium サーバーは Appium セッションが終
了してもアプリケーションからデータを削除せず、実質的にいかなるクリーンアップも行われませ
ん。fullReset によって、セッションが終了した後、デバイスからすべてのアプリケーションデー
タがアンインストールおよびクリアされます。詳細については、Appium ドキュメントの 「Reset
Strategies」(ストラテジーの初期化) を参照してください。
ignoreUnimportantViews (Android のみ)
Appium に、関連のあるテストのビューにのみ Android UI 階層を圧縮するように指示し、ある特定の
要素の検索を高速化します。ただし、UI レイアウトの階層が変更されたという理由で、XPath ベース
のテストスイートの一部ではこれによって壊れる可能性があります。
skipUnlock (Android のみ)
今設定されている PIN コードがないことを Appium に通知することで、スクリーンオフイベントまた
はその他のロックイベント後にテストが高速化されます。
Appium がサポートする機能の詳細については、Appium ドキュメントの「Appium Desired Capabilities」
(Appiumが必要とする望ましい機能) を参照してください。

テスト実行後の Webhook および他の API の使用
curl を使用したすべてのテストスイートの終了後は、Device Farm で Webhook を呼び出すことができま
す。これを行うプロセスは、宛先と書式により異なります。特定の Webhook については、その Webhook
のドキュメントを参照してください。次の例では、テストスイートの終了のたびにメッセージを Slack
ウェブフックに投稿します。
phases:
post_test:
- curl -X POST -H 'Content-type: application/json' --data '{"text":"Tests on
'$DEVICEFARM_DEVICE_NAME' have finished!"}' https://hooks.slack.com/services/T00000000/
B00000000/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Slack で Webhook を使用することについての詳細は、Slack API リファレンスの「Sending your first Slack
message using Webhook」(Webhook を使用した最初の Slack メッセージの送信) を参照してください。
curl を使用したWebhookの呼び出しに限定されるわけではありません。Device Farm の実行環境との互換
性があるならば、テストパッケージには追加のスクリプトとツールを含めることができます。例えば、テ
ストパッケージに、他の API にリクエストを行う補助スクリプトが含まれる場合があります。要求した
パッケージが、テストスイートの要件と一緒にインストールされていることを確認してください。テスト
スイートの完了後に実行するスクリプトを追加するには、スクリプトをテストパッケージに含めて、テス
ト仕様に以下を追加します。
phases:
post_test:
- python post_test.py

Note
テストパッケージで使用される API キーまたはその他の認証トークンの維持については、お客様
の責任となります。あらゆる形式のセキュリティ認証情報をソース管理から除外し、できるだけ
少ない権限で認証情報を使用して、できる限り取り消し可能な短期間のトークンを使用すること
をお勧めします。セキュリティ要件を確認するには、使用するサードパーティ API のドキュメン
トを参照してください。
テスト実行スイートの一部として AWS サービスの使用を予定している場合、テストスイートの外部で生
成され、テストパッケージに含まれる IAM の一時的な認証情報を使用する必要があります。これらの認証
情報は、できるだけ与えられた許可が最小で、存続期間が最短である必要があります。一時的な認証情報
の作成に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「一時的なセキュリティ認証情報のリクエスト」
を参照してください。

テストパッケージへの追加ファイルの追加
追加の構成ファイルまたは追加のテストデータとして、テストの一部として追加のファイルを使用したい
場合があります。これらの追加ファイルをにアップロードする前にテストパッケージに追加しAWS Device
Farm、カスタム環境モードからアクセスできます。基本的に、すべてのテストパッケージのアップロード
形式 (ZIP、IPA、APK、JAR など) は、標準の ZIP 操作をサポートするパッケージアーカイブ形式です。
テストアーカイブをにアップロードする前に、AWS Device Farm次のコマンドを使用してファイルを追加
できます。
$ zip zip-with-dependencies.zip extra_file

追加ファイルのディレクトリの場合:
$ zip -r zip-with-dependencies.zip extra_files/

これらのコマンドは、IPA ファイルを除くすべてのテストパッケージのアップロード形式で期待どおりに
機能します。IPAファイルの場合、特にXCUITestsで使用する場合は、iOSAWS Device Farm テストパッ
ケージの設計方法により、余分なファイルを少し違う場所に配置することをお勧めします。iOS テストを
作成する際、テストアプリケーションディレクトリは Payload という名前の別のディレクトリの中にあ
ります。
たとえば、iOS のテストディレクトリは次のようになります。
$ tree
.
### Payload
### ADFiOSReferenceAppUITests-Runner.app
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###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###
###
###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###
#
###

ADFiOSReferenceAppUITests-Runner
Frameworks
### XCTAutomationSupport.framework
#
### Info.plist
#
### XCTAutomationSupport
#
### _CodeSignature
#
#
### CodeResources
#
### version.plist
### XCTest.framework
### Info.plist
### XCTest
### _CodeSignature
#
### CodeResources
### en.lproj
#
### InfoPlist.strings
### version.plist
Info.plist
PkgInfo
PlugIns
### ADFiOSReferenceAppUITests.xctest
#
### ADFiOSReferenceAppUITests
#
### Info.plist
#
### _CodeSignature
#
### CodeResources
### ADFiOSReferenceAppUITests.xctest.dSYM
### Contents
### Info.plist
### Resources
### DWARF
### ADFiOSReferenceAppUITests
_CodeSignature
### CodeResources
embedded.mobileprovision

これらの XCUITest パッケージでは、Payload ########.app で終わるディレクトリに余分なファイル
を追加します。たとえば、次のコマンドは、このテストパッケージにファイルを追加する方法を示してい
ます。
$ mv extra_file Payload/*.app/
$ zip -r my_xcui_tests.ipa Payload/

テストパッケージにファイルを追加すると、アップロード形式によってインタラクションの動作が
若干異なることが予想されます。AWS Device Farmアップロードで ZIP ファイル拡張子が使用さ
れている場合、AWS Device Farmはテストの前にアップロードを自動的に解凍し、解凍したファイ
ルは $DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_PATH 環境変数のある場所に残します。(つまり、最初の例
のように extra_file という名前のファイルをアーカイブのルートに追加した場合、テスト中に
$deviceFarm_Test_Package_path/extra_File に置かれることになります)。
より実用的な例を挙げると、Appium TestNG ユーザーで testng.xml ファイルをテストに含めたい場合
は、以下のコマンドを使用してアーカイブに含めることができます。
$ zip zip-with-dependencies.zip testng.xml

次に、カスタム環境モードのテストコマンドを次のように変更できます。
java -D appium.screenshots.dir=$DEVICEFARM_SCREENSHOT_PATH org.testng.TestNG -testjar *tests.jar -d $DEVICEFARM_LOG_DIR/test-output $DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_PATH/testng.xml

テストパッケージのアップロード拡張が ZIP でない場合 (APK、IPA、JAR ファイルなど)、アップロード
されたパッケージファイル自体は $DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_PATH にあります。これらは依然とし
API バージョン 2015-06-23
88

AWS Device Farm デベロッパーガイド
テストパッケージへの追加ファイルの追加

てアーカイブ形式のファイルであるため、ファイルを解凍して内部から追加のファイルにアクセスできま
す。たとえば、次のコマンドは、テストパッケージ (APK、IPA、または JAR ファイル用) の内容を /tmp
ディレクトリに解凍します。
unzip $DEVICEFARM_TEST_PACKAGE_PATH -d /tmp

APK または JAR ファイルの場合は、余分のファイルが /tmp ###### (#:/tmp/extra_file) に解凍さ
れます。IPA ファイルの場合、前に説明したように、余分なファイルは Payload ########.app で終わ
るフォルダー内の少し異なる場所にあります。たとえば、上記の IPA の例に基づくと、ファイルは /tmp/
payload/adfiOSReferenceApp UITests-runner.app/extra_file (/tmp/payload/ *.app/
extra_file として参照可能) という場所にあります。
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AWS Device Farm でのリモートアク
セス作業
リモートアクセスでは、機能をテストして顧客の問題を再現するために、ウェブブラウザを使用してリア
ルタイムでデバイスのスワイプ、ジェスチャ、および操作を行うことができます。特定のデバイスを操作
するには、そのデバイスとのリモートアクセスセッションを作成します。
Device Farm でのセッションは、Web ブラウザでホストされている実際の物理デバイスとのリアルタイ
ムインタラクションです。セッションは、そのセッションを開始するときに選択した単一のデバイスを表
示します。ユーザーは一度に複数のセッションを開始することができますが、同時に操作できるデバイス
の総数は、お持ちのデバイススロットの数によって制限されます。デバイススロットは、デバイスファミ
リー (例: Android、iOS デバイス) に基づいて購入することができます。詳細については、「Device Farm
料金表」を参照してください。
Device Farm では現在、リモートアクセステスト用のデバイスのサブセットを提供しています。デバイス
プールには随時新しいデバイスが追加されます。
Device Farm は各リモートアクセスセッションのビデオをキャプチャし、セッション中にアクティビティ
のログを生成します。これらの結果には、セッション中に提供するすべての情報が含まれます。

Note
セキュリティ上の理由から、リモートアクセスセッション中に、アカウント番号、個人用ログイ
ン情報、その他の詳細などの機密情報を提供または入力しないことをお勧めします。
トピック
• AWS Device Farm でリモートアクセスセッションを作成します。 (p. 90)
• AWS Device Farm でリモートアクセスセッションを使用する (p. 91)
• AWS Device Farm でリモートアクセスセッションの結果を取得する (p. 93)

AWS Device Farm でリモートアクセスセッション
を作成します。
リモートアクセスセッションの詳細については、「セッション (p. 18)」を参照してください。
• 前提条件 (p. 90)
• テストランの作成 (コンソール) (p. 91)
• 次の手順 (p. 91)

前提条件
• Device Farm でプロジェクトを作成します。「AWS Device Farm でプロジェクトを作成しま
す。 (p. 20)」の指示に従って、このページに戻ります。
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Device Farm コンソールを使用してセッションを作成
します。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

既にプロジェクトがある場合は、リストからそのプロジェクトを選択します。それ以外の場合
は、の手順に従ってプロジェクトを作成します。AWS Device Farm でプロジェクトを作成しま
す。 (p. 20)。

4.

[Remote access (リモートアクセス)] タブで、[Start a new session (新しいセッションの開始)] を選択
します。

5.

セッションのデバイスを選択します。使用可能なデバイスのリストから選択、またはリストの上部に
ある検索バーを使用してデバイスを検索します。次の方法で検索できます。
• 名前
• プラットフォーム
• フォームファクタ
• フリートタイプ

6.

[Session name] (セッション名) にセッションの名前を入力します。

7.

[Confirm and start session] (確認してセッションを開始) を選択します。

次の手順
リクエストされたデバイスが利用可能になった時点 (通常は数分以内) で、Device Farm はセッションを開
始します。-デバイスがリクエストされましたセッションが開始するまで、ダイアログボックスが表示され
ます。セッションのリクエストをキャンセルするには、[Cancel request] (リクエストをキャンセル) を選択
します。
セッションが開始された後に、セッションを停止せずにブラウザまたはブラウザのタブを閉じる場合、ま
たはブラウザとインターネット間の接続が失われた場合、セッションは 5 分間アクティブな状態が維持さ
れます。その後、Device Farm はセッションを終了します。アカウントにはアイドル時間に対しても課金
されます。
セッションが開始したら、ウェブブラウザでデバイスとやり取りすることができます。

AWS Device Farm でリモートアクセスセッション
を使用する
リモートアクセスセッションを通じた Android および iOS のアプリケーションのインタラクティブなテス
トの実行については、「」を参照してくださいセッション (p. 18)
• 前提条件 (p. 92)
• Device Farm コンソールでセッションを使用する (p. 92)
• 次の手順 (p. 92)
• ヒントとコツ (p. 92)
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前提条件
• セッションを作成します。「セッションの作成 (p. 90)」の指示に従って、このページに戻ります。

Device Farm コンソールでセッションを使用する
リモートアクセスセッションをリクエストしたデバイスが利用可能になるとすぐに、コンソールにデバイ
スの画面が表示されます。セッションの最大長は 150 分です。セッションの残り時間は、左時間デバイス
名の近くにあるフィールド。

アプリケーションのインストール
セッションデバイスにアプリケーションをインストールするには、アプリケーションのインストールを選
択し、[File]を選択し、インストールする .apk ファイル (Android) または .ipa ファイル (iOS) を選択しま
す。リモートアクセスセッションで実行するアプリケーションは、テスト計測またはプロビジョニングを
必要としません。

Note
アプリケーションのインストールが完了しても、AWS Device Farm に確認は表示されません。ア
プリケーションの使用準備ができたかどうか確認するために、アプリケーションのアイコンを操
作してみてください。
アプリケーションをアップロードするときに、アプリケーションが利用可能になるまでに遅延が
発生することもあります。システムトレイを確認し、アプリケーションが利用可能かどうか調べ
ます。

デバイスの制御
実際の物理デバイスと同じように、コンソールに表示されるデバイスとやり取りするには、マウスまた
は同等のデバイスのタッチ、およびデバイスの画面上のキーボードを使用します。Android デバイス用に
は、Android デバイスの [Home] (ホーム) または [Back] (戻る) ボタンと同じように機能するボタンが [View
controls] (ビューコントロール) にあります。iOS デバイスの場合は、iOS デバイスのホームボタンと同じ
ように機能する [ホーム] ボタンがあります。[] を選択して、デバイスで実行されているアプリケーション
を切り替えることもできます。最近のアプリ。

ポートレートモードとランドスケープモードの切り替え
使用しているデバイスの縦向き (垂直) と横向き (水平) モードを切り替えることもできます。

次の手順
Device Farm は、手動で停止するかまたは 150 分間の時間制限に達するまでセッションを続行します。
セッションを終了するには、セッションの停止。セッションが停止すると、キャプチャされたビデオおよ
び生成されたログにアクセスできます。詳細については、「セッションの結果の取得 (p. 93)」を参照し
てください。

ヒントとコツ
一部の AWS リージョンでは、リモートアクセスセッションでパフォーマンスの問題が発生する場合があ
ります。この原因のひとつは、一部のリージョンにおけるレイテンシーです。パフォーマンスの問題が発
生した場合は、リモートアクセスセッションが追いつくようアプリケーションを再度操作する前に機会を
与えます。
API バージョン 2015-06-23
92

AWS Device Farm デベロッパーガイド
セッションの結果の取得

AWS Device Farm でリモートアクセスセッション
の結果を取得する
セッションの詳細に関しては、「セッション (p. 18)」を参照してください。
• 前提条件 (p. 93)
• セッションの詳細の表示 (p. 93)
• セッションビデオまたはログのダウンロード (p. 93)

前提条件
• セッションを完了します。「AWS Device Farm でリモートアクセスセッションを使用する (p. 91)」
の指示に従って、このページに戻ります。

セッションの詳細の表示
リモートアクセスセッションが終了すると、Device Farm コンソールには、セッション中に行われたアク
ティビティの詳細を含むテーブルが表示されます。詳細については、「ログ情報の分析 (p. 47)」を参照し
てください。
後でセッションの詳細に戻るには:
1.
2.
3.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
セッションを含むプロジェクトを選択します。
選択リモートアクセスをクリックし、リストから確認するセッションを選択します。

セッションビデオまたはログのダウンロード
リモートアクセスセッションが終了すると、Device Farm コンソールを使用して、セッションのビデオ
キャプチャとアクティビティログにアクセスすることができます。セッション結果で、セッションビデオ
とログへのリンクのリストを表示するには、[Files] (ファイル) タブを選択します。これらのファイルは、
ブラウザで表示したり、ローカルに保存することができます。
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AWS Device Farm ファームでのプラ
イベートデバイスの使用
プライベートデバイスとは、Amazon データセンターで AWS Device Farm がユーザーに代わってデプロ
イする物理モバイルデバイスです。このデバイスは、お使いの AWS アカウント専用です。

Note
現在、プライベートデバイスは、AWS 米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) でのみ使用
できます。1 つ以上のプライベートデバイスのフリートを使用する予定がある場合は、お問い合
わせください。Device Farm チームは、お客様と協力し、AWS アカウントの 1 つ以上のプライ
ベートデバイスのフリートを設定し、デプロイする必要があります。
プライベートデバイスのフリートがある場合は、リモートアクセスセッションを作成し、プライベートデ
バイスでテストランをスケジュールすることができます。また、インスタンスプロファイルを作成して、
リモートアクセスセッションまたはテストランのプライベートデバイスの動作を制御することもできま
す。詳細については、「AWS Device Farm でのプライベートデバイスの管理 (p. 94)」を参照してくだ
さい。
また、Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントサービスを作成し、会社がアクセスできるプライベー
トアプリケーションをテストすることもできますが、これらのアプリはインターネット経由で到達するこ
とができません。例えば、モバイルデバイスでテストする、VPC 内で実行中のウェブアプリケーションな
どです。詳細については、Device Farm で Amazon VPC エンドポイントサービスを使用する (p. 103)を
参照してください。
トピック
• AWS Device Farm でのプライベートデバイスの管理 (p. 94)
• AWS Device Farm ファームのプライベートデバイスにおけるアプリケーション再署名のスキッ
プ (p. 100)
• Device Farm で Amazon VPC エンドポイントサービスを使用する (p. 103)
• Amazon ECVPC 使用AWSリージョン (p. 107)

AWS Device Farm でのプライベートデバイスの管
理
プライベートデバイスとは、Amazon データセンターで AWS Device Farm がユーザーに代わってデプロ
イする物理モバイルデバイスです。このデバイスは、お使いの AWS アカウント専用です。

Note
現在、プライベートデバイスは、AWS 米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) でのみ使用
できます。
1 つ以上のプライベートデバイスを含むフリートを設定できます。これらのデバイスは、お客様の AWS
アカウント専用です。デバイスを設定したら、それらのデバイスの 1 つ以上のインスタンスプロファイル
をオプションで作成できます。インスタンスプロファイルは、テストランを自動化し、同じ設定をデバイ
スインスタンスに一貫して適用するのに役立ちます。
このトピックでは、インスタンスプロファイルを作成し、その他の一般的なデバイス管理タスクを実行す
る方法について説明します。
トピック
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• インスタンスプロファイルを作成する (p. 95)
• プライベートデバイスインスタンスを管理する (p. 96)
• テストランの作成またはリモートアクセスセッションの開始 (p. 98)
• プライベートデバイスプールを作成する (p. 99)
• 次のステップ (p. 100)

インスタンスプロファイルを作成する
テストラン中またはリモートアクセスセッション中にプライベートデバイスの動作を制御するに
は、Device Farm のインスタンスプロファイルを作成または変更します。プライベートデバイスの使用を
開始するために、インスタンスプロファイルは必要ありません。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm/ で Device Farm コンソールを開きます。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
後、[Private devices] (プライベートデバイス) を選択します。

3.

[Instance profiles] (インスタンスプロファイル) を選択します。

4.

選択インスタンスプロファイルを作成する。

5.

インスタンスプロファイルの名前を入力します。

6.

(オプション) インスタンスプロファイルの説明を入力します。

7.

(オプション) 各テストランまたはセッションの終了後に Device Farm がデバイスに対して実行するア
クションを指定するには、次の設定を変更します。
• 使用後に再起動する— デバイスを再起動するには、このチェックボックスをオンにして、この
チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフ (false) になっ
ています。
• Package クリーンアップ— デバイスにインストール済みのアプリパッケージパッケージをすべて削
除するには、このチェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオ
フ (false) になっています。デバイスにインストール済みのアプリケーションパッケージをすべて
保持するには、このチェックボックスをオフにします。
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• クリーンアップからパッケージを除外する— デバイスに保存されているアプリパッケージパッケー
ジパッケージのみデバイスに保存するには、Package クリーンアップチェックボックスをオンにし
てから、Add New。パッケージ名に、デバイスで維持するアプリケーションパッケージの完全修飾
名 (例: com.test.example) を入力します。さらに多くのアプリケーションパッケージをデバイス
に維持するには、[Add new] (新規追加) を選択して、各パッケージの完全修飾名を入力します。
8.

[Save] (保存) を選択します。

プライベートデバイスインスタンスを管理する
フリートにすでに 1 つ以上のプライベートデバイスがある場合は、各デバイスインスタンスに関する情報
を表示したり、特定の設定を管理したりできます。追加のプライベートデバイスインスタンスをリクエス
トすることもできます。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm/ で Device Farm コンソールを開きます。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
後、[Private devices] (プライベートデバイス) を選択します。

3.

[デバイスインスタンス] (Device instances) を選択します。[デバイスインスタンス] (Device instances)
タブには、フリートにあるプライベートデバイスのテーブルが表示されます。テーブルをすばやく検
索またはフィルタリングするには、列の上の検索バーに検索語を入力します。

4.

(オプション) 新しいプライベートデバイスインスタンスをリクエストするには、デバイスインスタン
スのリクエストまたはお問い合わせ。プライベートデバイスでは、Device Farm チームのサポートを
受けながら、追加セットアップを行う必要があります。

5.

デバイスインスタンスのテーブルで、情報を表示または管理するインスタンスの横にあるトグルオプ
ションを選択してから、編集。
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6.

(オプション) [Profile] (プロファイル) で、デバイスインスタンスにアタッチするインスタンスプロファ
イルを選択します。例えば、特定のアプリケーションパッケージを常にクリーンアップタスクから除
外する場合に便利です。

7.

(オプション) [Labels] (ラベル) で、[Add new] (新規追加) を選択して、ラベルをデバイスインスタンス
に追加します。ラベルを使用すると、デバイスを分類して、特定のデバイスを簡単に見つけることが
できます。

8.

[Save] (保存) を選択します。

テストランの作成またはリモートアクセスセッション
の開始
プライベートデバイスフリートを設定したら、テストランを作成したり、フリート内の 1 つ以上のプライ
ベートデバイスを使用してリモートアクセスセッションを開始したりできます。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm/ で Device Farm コンソールを開きます。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

リストから既存のプロジェクトを選択するか、新しいプロジェクトを作成します。新しいプロジェク
トを作成する場合は、[New project] (新しいプロジェクト) を選択し、プロジェクトの名前を入力し、
[Submit] (送信) を選択します。

4.

次のいずれかを実行します。
• テストランを作成するには、[Automated tests] (自動テスト) を選択後、[Create a new run] (新しい
ランの作成) を選択します。ウィザードで、ランを作成するステップに移動します。[Select devices]
(デバイスの選択) ステップでは、既存のデバイスプールを編集するか、Device Farm チームが設
定し、AWS アカウントに関連付けられているプライベートデバイスのみ含まれる新しいデバイ
スプールを作成します。詳細については、「the section called “プライベートデバイスプールの作
成” (p. 99)」を参照してください。
• リモートアクセスセッションを開始するには、[Remote access] (リモートアクセス) を選択し、
[Start a new session] (新しいセッションの開始) を選択します。[Choose a device] (デバイスの選
択) ページで、[Private device instances only] (プライベートデバイスインスタンスのみ) を選択し
て、Device Farm チームが設定し、AWS アカウントに関連付けられているプライベートデバイスの
み含まれるようにリストを制限します。次に、アクセスするデバイスを選択し、リモートアクセス
セッションの名前を入力して、[Confirm and start session] (確認してセッションを開始) を選択しま
す。
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プライベートデバイスプールを作成する
テストランを作成するときに、テストラン用のデバイスプールを作成し、そのプールにプライベートデバ
イスのみが含まれるようにします。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm/ で Device Farm コンソールを開きます。

2.

[Device Farm] ナビゲーションパネルで、[Mobile Device Testing] (モバイルデバイスのテスト) を選択
して、[Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

リストから既存のプロジェクトを選択するか、新しいプロジェクトを作成します。新しいプロジェク
トを作成する場合は、[New project] (新しいプロジェクト) を選択し、プロジェクトの名前を入力し、
[Submit] (送信) を選択します。

4.

[Automated tests] (自動テスト) を選択後、[Create a new run] (新しいランの作成) を選択します。ウィ
ザードの指示に従ってアプリケーションを選択し、実行するテストを設定します。

5.

向けのデバイスを選択してくださいステップ、選択デバイスプールの作成、デバイスプールのオプ
ションの説明を入力します。

6.

Select静的デバイスプールの作成、[] の順に選択しますプライベートデバイスインスタンスのみデバイ
スのリストを、Device Farm チームが設定し、お客様に関連付けられているプライベートデバイスの
みに制限します。AWSアカウント.

7.

テストランに含む各デバイスを選択します。

8.

(オプション) 新しいデバイスが使用可能になると動的に変化するデバイスプールを作成するには、動
的デバイスプールの作成、[] の順に選択しますルールの追加。次の値を設定しますフィールド,演算子,
およびValue要件に応じて。

Important
[Private device instances only] (プライベートデバイスインスタンスのみ) オプションは、動的
デバイスプールの作成時には使用できません。
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Device Farm により、ルール条件が true であるデバイスインスタンスがすべて選択されます。
9.

[Create] (作成) を選択します。

次のステップ
プライベートデバイスを設定したら、次の方法でプライベートデバイスを管理することもできます。
• プライベートデバイスにおけるアプリケーション再署名のスキップ (p. 100)
• Device Farm で Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントサービスを使用する (p. 103)
インスタンスプロファイルを削除するには、[Instance profiles] (インスタンスプロファイル) メニューで、
削除するインスタンスの横にあるトグルオプションを選択してから、[Delete] (削除) を選択します。

AWS Device Farm ファームのプライベートデバイ
スにおけるアプリケーション再署名のスキップ
プライベートデバイスを使用する場合は、AWS Device Farm がアプリケーションに再署名するステップを
スキップできます。これは、Device Farm で、Android および iOS プラットフォームのアプリケーション
に常に再署名するパブリックデバイスとは異なります。
アプリケーションの再署名は、リモートアクセスセッションまたはテストランを作成する際にスキップす
ることができます。これは、Device Farm によってアプリケーションに再署名されると破壊される機能が
アプリにある場合に役立ちます。例えば、プッシュ通知は再署名後に動作しない場合があります。アプ
リケーションをテストするときに Device Farm によって行われる変更の詳細については、「AWS Device
Farm のよくある質問」を参照してください。
テストランでアプリケーション再署名をスキップするには、テストランを作成するときの [Configure] (設
定) ページで、[Skip app re-signing] (アプリケーション再署名のスキップ) を選びます。
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Note
XCTest フレームワークを使用している場合、[Skip app re-signing] (アプリケーション再署名のス
キップ) オプションは選択できません。詳細については、「XCTest for iOS および AWS Device
Farm の操作 (p. 73)」を参照してください。
アプリケーションの署名設定を設定するための追加の手順は、プライベートの Android デバイスと iOS デ
バイスのどちらを使用しているかによって異なります。

Android デバイスにおけるアプリ再署名のスキップ
プライベート Android デバイスでアプリケーションをテストする場合は、テストランまたはリモートアク
セスセッションを作成するときに、[Skip app re-signing] (アプリケーション再署名のスキップ) を選択しま
す。必要な設定は他にありません。

iOS デバイスにおけるアプリ再署名のスキップ
Apple では、デバイスにロードする前に、テスト用にアプリケーションに署名する必要があります。iOS
デバイスでは、アプリケーションの署名には 2 つのオプションがあります。
• 社内 (エンタープライズ) 開発者プロファイルを使用している場合は、次のセクション (the section called
“リモートアクセスセッションを作成してアプリを信頼します。” (p. 102)) にお進みください。
• アドホックの iOS アプリケーション開発プロファイルを使用している場合は、まず Apple 開発者アカウ
ントを使用してデバイスを登録してから、プロビジョニングファイルをアップデートしてプライベート
デバイスを含めます。次に、更新したプロビジョニングプロファイルを使用してアプリケーションに再
署名する必要があります。その後、Device Farm で再署名したアプリケーションを実行することができ
ます。

アドホック/iOS アプリケーション開発プロビジョニングプロファイルでデバイスを登録するには
1.

Apple 開発者アカウントにサインインします。
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2.

コンソールの [Certificates, IDs, and Profiles] (証明書、IDおよびプロファイル) セクションに移動しま
す。

3.
4.
5.
6.

[Devices] (デバイス) に移動します。
デバイスを Apple 開発者アカウントで登録します。デバイスの名前と UDID を取得するに
は、ListDeviceInstances Device Farm API のオペレーションを使用します。
プロビジョニングプロファイルに移動して、[Edit] (編集) を選択します。
リストからデバイスを選択します。

7.

Xcode で、更新されたプロビジョニングプロファイルを取得し、アプリケーションに再署名します。

必要な設定は他にありません。これで、リモートアクセスセッションまたはテストランを作成し、[Skip
app re-signing] (アプリケーション再署名のスキップ) を選択できます。

iOS アプリを信頼するリモートアクセスセッションを
作成する
社内 (エンタープライズ) 開発者プロビジョニングプロファイルを使用している場合、1 回限りの手順を実
行して、各プライベートデバイスで社内アプリケーション開発者の証明書を信頼する必要があります。
これを行うには、テストするアプリをプライベートデバイスにインストールするか、テストするアプリと
同じ証明書で署名された「ダミー」アプリケーションをインストールできます。同じ証明書で署名され
たダミーアプリケーションをインストールするには利点があります。設定プロファイルまたはエンタープ
ライズアプリ開発者を信頼後に「ダミー」アプリケーションをインストールする利点は、その開発者のす
べてのアプリは、その開発者のすべてのアプリを削除するまで、プライベートデバイス上でそれらが信頼
されることです。したがって、テストする新しいバージョンのアプリケーションをアップロードするとき
に、再びアプリケーション開発者を信頼する必要はありません。これは、テストの自動化を実行し、アプ
リケーションをテストするたびにリモートアクセスセッションを作成したくない場合に特に便利です。
リモートアクセスセッションを開始する前に、「インスタンスプロファイルを作成する (p. 95)」の
手順に従って、Device Farm でインスタンスプロファイルを作成または変更します。インスタンスプロ
ファイルで、テストアプリケーションまたはダミーアプリケーションのバンドル ID を [Exclude Packages
from Cleanup] (クリーンアップからパッケージを除外) 設定に追加します。追加したら、このインスタン
スプロファイルをプライベートデバイスインスタンスにアタッチして、新しいテストランを開始する前
に、Device Farm によってデバイスからこのアプリケーションが削除されないようにします。これによ
り、開発者の証明書は信頼されたままとなります。
ダミーアプリケーションはリモートアクセスセッションを使用してデバイスにアップロードできます。そ
の結果、アプリケーションを起動し、開発者を信頼できます。
1.

「セッションの作成 (p. 90)」の手順に従って、作成したプライベートデバイスインスタンスプロファ
イルを使用するリモートアクセスセッションを作成します。セッションを作成するときは、必ず [Skip
app re-signing] (アプリケーション再署名のスキップ) を選択します。

Important
プライベートデバイスのみを含むようにデバイスのリストをフィルタリングするには、正
しいインスタンスプロファイルでプライベートデバイスを使用されるように [Private device
instances only] (プライベートデバイスインスタンスのみ) を選択します。
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3.

ダミーアプリケーションまたはテスト対象のアプリケーションも、このインスタンスにアタッチされ
ているインスタンスプロファイルの [Exclude Packages from Cleanup] (クリーンアップからパッケー
ジを除外) 設定に追加してください。
リモートセッションが開始されたら、[Choose File] (ファイルの選択) を選択し、社内プロビジョニン
グプロファイルを使用するアプリケーションをインストールします。
アップロードしたアプリケーションを起動します。

4.

開発者の証明書を信頼する手順に従います。

2.

その開発者のすべてのアプリケーションを削除するまで、この設定プロファイルまたはエンタープライズ
アプリケーション開発者のアプリはすべて、このプライベートデバイス上で信頼されるようになりまし
た。

Device Farm で Amazon VPC エンドポイントサー
ビスを使用する
Note
設定済みのプライベートデバイスでお客様に対してのみサポートされる Device Farm により
Amazon VPC エンドポイントサービスを使用します。AWS アカウントを有効化して、プライ
ベートデバイスでこの機能を使用するには、お問い合わせ。
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) はAWS起動に使用できるサービスAWS定義した仮想ネット
ワークのリソースです。VPC を使用すると、IP アドレス範囲、サブネット、ルーティングテーブル、ネッ
トワークゲートウェイなどのネットワーク設定を制御できます。
Amazon VPC を使用して米国西部 (オレゴン) でプライベートアプリケーションをホストする場合 (uswest-2)AWSリージョンを使用する場合は、VPC と Device Farm の間でプライベート接続を確立できま
す。この接続により、Device Farm を使用し、パブリックインターネットを介して公開することなく、プ
ライベートアプリケーションをテストすることができます。AWS アカウントがプライベートデバイスでこ
の機能を使用するには、お問い合わせください。
VPC のリソースを Device Farm に接続するには、Amazon VPC コンソールを使用して、VPC エンドポイ
ントサービスを作成します。このエンドポイントサービスでは、Device Farm VPC エンドポイントを介し
て Device Farm に Device Farm のリソースを提供できます。このエンドポイントサービスを使用して、イ
ンターネットゲートウェイやネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または VPN 接続を必要と
せずに、信頼性の高いスケーラブルな接続性が Device Farm に提供されます。詳細については、「」を参
照してください。VPC エンドポイントサービス (AWS)PrivateLink)のAWS PrivateLinkGuide。

Important
Device Farm VPC エンドポイント機能は、を使用して Device Farm パブリック VPC のへの VPC
のプライベートな内部サービスの安全な接続をサポートします。AWS PrivateLink接続。接続は安
全でプライベートですが、そのセキュリティはお客様の AWS 認証情報の保護によって異なりま
す。AWS 認証情報が侵害された場合、攻撃者によって、お客様のサービスデータにアクセスされ
たり、それを外部に公開されたりする恐れがあります。
Amazon VPC で VPC エンドポイントサービスを作成したら、Device Farm コンソールを使用し
て、Device Farm で VPC エンドポイント設定を作成できます。このトピックでは、Amazon VPC 接続と
VPC エンドポイント設定を Device Farm に作成する方法について説明します。

スタートする前に
以下の情報は、米国西部 (オレゴン) の Amazon VPC ユーザー向けとなります (us-west-2) リージョン。
次のような各アベイラビリティーゾーン (us-west-2a、us-west-2b、および us-west-2c) のサブネットを持
つ。
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Device Farm には、一緒に使用できる VPC エンドポイントサービス用の追加要件があります。Device
Farm で作業するために VPC エンドポイントサービスを作成、および設定する場合は、必ず次の要件を満
たすオプションを選択してください。
• このサービスのアベイラビリティゾーンには、us-west-2a、us-west-2b、および us-west-2c が含まれて
いなければなりません。VPC エンドポイントサービスに関連付けられているNetwork Load Balancer に
よって、その VPC エンドポイントサービスのアベイラビリティーゾーンが決まります。VPC エンドポ
イントサービスにこれら 3 つのアベイラビリティーゾーンがすべて表示されない場合は、これら 3 つの
ゾーンを有効にするようにNetwork Load Balancer を再作成してから、Network Load Balancer をエンド
ポイントサービスに再度関連付ける必要があります。
• エンドポイントサービスに許可されるプリンシパルには、Device Farm VPC エンドポイントの Amazon
リソースネーム (ARN) が含まれていなければなりません。エンドポイントサービスを作成した
ら、Device Farm VPC エンドポイントサービス ARN を許可リストに追加して、VPC エンドポイント
サービスにアクセスするための Device Farm のアクセス許可を付与します。Device Farm VPC エンドポ
イントサービス ARN を取得するには、お問い合わせください。
さらに、承諾が必要ですVPC エンドポイントサービスを作成するときに、Device Farm でエンドポイント
サービスに送信される各接続リクエストを手動で承認する必要があります。既存のエンドポイントサービ
スのこの設定を変更するには、Amazon VPC コンソールでエンドポイントサービスを選択し、アクショ
ンを選択し、[] を選択します。エンドポイント承認設定の変更。詳細については、「」を参照してくださ
い。ロードバランサーと承諾設定を変更するのAWS PrivateLinkGuide。
次のセクションでは、これらの要件を満たす Amazon VPC エンドポイントサービスを作成する方法につい
て説明します。

ステップ 1: Network Load Balancer を作成する
VPC と Device Farm の間でプライベート接続を確立する最初のステップとして、リクエストをターゲット
グループにルーティングするNetwork Load Balancer を作成します。
New console
新しいコンソールを使用してNetwork Load Balancer を作成するには
1.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/ec2/。

2.

ナビゲーションペインの [] の [] の []負荷分散で、ロードバランサー。

3.

[ロードバランサーの作成] を選択します。

4.

[]ネットワークロードバランサーで、作成。

5.

リポジトリの []ネットワークロードバランサーの作成ページ、基本的な設定] で、次の作業を行い
ます。

6.

a.

ロードバランサーを入力します。名前。

b.

を使用する場合スキームで、社内。

[]ネットワークマッピング] で、次の作業を行います。
a.

[VPCターゲットグループの。

b.

次の項目を選択してください。Mappings:
• us-west-2a
• us-west-2b
• us-west-2c

7.

[]リスナーとルーティングとすると、プロトコルそしてポートオプションを使用して、ターゲット
グループを選択します。
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Note
デフォルトでは、クロスアベイラビリティーゾーン負荷分散はディセーブル化されま
す。
ロードバランサーはアベイラビリティーゾーンを使用するためus-west-2a,uswest-2b, およびus-west-2cでは、これらの各アベイラビリティーゾーンにターゲッ
トを登録する必要があります。または、3 つのゾーンすべて未満でターゲットを登録す
る場合は、クロスゾーン負荷分散を有効にする必要があります。それ以外の場合、ロー
ドバランサーが期待どおりに動作しない可能性があります。
8.

[ロードバランサーの作成] を選択します。

Old console
古いコンソールを使用してNetwork Load Balancer を作成するには
1.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/ec2/。

2.

ナビゲーションペインの [] の [] の []負荷分散で、ロードバランサー。

3.

[ロードバランサーの作成] を選択します。

4.

[]ネットワークロードバランサーで、作成。

5.

リポジトリの []ロードバランサーの設定ページ、基本的な設定] で、次の作業を行います。
a.

ロードバランサーを入力します。名前。

b.

を使用する場合スキームで、社内。

6.

[]リスナーで、[] を選択します。プロトコルそしてポートターゲットグループが使用しているこ
と。

7.

[]アベイラビリティーゾーン] で、次の作業を行います。
a.

[VPCターゲットグループの。

b.

次の項目を選択してください。アベイラビリティーゾーン:
• us-west-2a
• us-west-2b
• us-west-2c

c.

選択次のトピック:セキュリティ設定の構成。

8.

(オプション) セキュリティ設定を構成してから、次のトピック:ルーティングの設定。

9.

[Configure Routing (ルーティングの設定)] ページで、以下を実行します。
a.

[Target group] で、[Existing target group] を選択します。

b.

を使用する場合名前で、ターゲットグループを選択します。

c.

選択次のトピック:ターゲットの登録。

10. リポジトリの []ターゲットの登録[] ページでターゲットを確認し、[] を選択します。次へ:レ
ビュー。

Note
デフォルトでは、クロスアベイラビリティーゾーン負荷分散はディセーブル化されま
す。
ロードバランサーはアベイラビリティーゾーンを使用するためus-west-2a,uswest-2b, およびus-west-2cでは、これらの各アベイラビリティーゾーンにターゲッ
トを登録する必要があります。または、3 つのゾーンすべて未満でターゲットを登録す
る場合は、クロスゾーン負荷分散を有効にする必要があります。それ以外の場合、ロー
ドバランサーは期待どおりに動作しない可能性があります。
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11. ロードバランサーの設定を確認し、[] を選択します。作成。

ステップ 2: Amazon VPC エンドポイントサービスの
作成
Network Load Balancer を作成したら、Amazon VPC コンソールを使用して、エンドポイントサービスを
VPC に作成します。
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

[]地域別リソースで、エンドポイントサービス。

3.

選択エンドポイントサービスを作成する。

4.

以下の いずれかを 実行します。
• エンドポイントサービスで使用する Network Load Balancer がすでにある場合は、[] で選択しま
す。使用可能なロードバランサの順にクリックし、ステップ 5 に進みます。
• Network Load Balancer をまだ作成していない場合は、新しいロードバランサーの作成。Amazon
EC2 コンソールが開きます。「」の手順を行います。Network Load Balancer を作成す
る (p. 104)ステップ 3 から開始し、Amazon VPC コンソールでこれらの手順を続行します。

5.

を使用する場合含まれているアベイラビリティーゾーンで、以下を確認してください。uswest-2a,us-west-2b, およびus-west-2cリストに表示されます。

6.

エンドポイントサービスに送信される各接続リクエストを手動で承認または拒否しない場合は、追加
設定、クリア承諾が必要です。このチェックボックスをオフにすると、送信される各接続リクエスト
はエンドポイントサービスで自動的に承認されます。

7.

[Create] (作成) を選択します。

8.

新しいエンドポイントサービスで、プリンシパルを許可。

9.

お問い合わせをクリックして、エンドポイントサービスの許可リストに追加する Device Farm VPC エ
ンドポイント (サービス ARN) の ARN を取得し、そのサービス ARN をサービスの許可リストに追加
します。

10. エンドポイントサービスの [Details] (詳細) で、サービスの名前 (サービス名) を書き留めます。この名
前は、次のステップで VPC エンドポイント設定を作成する際に必要になります。
VPC エンドポイントサービスは現在、Device Farm 用に用意されています。

ステップ 3: Device Farm での VPC エンドポイント設
定の作成
Amazon VPC にエンドポイントサービスを作成したら、Amazon VPC エンドポイント設定を Device Farm
に作成できます。
1.

https://console.aws.amazon.com/devicefarm で Device Farm コンソールにサインインします。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。モバイルデバイスのテストとなる。プライベートデバイ
ス。

3.

選択VPCE コンフィギュレーション。

4.

選択VPCE 設定を作成する。

5.

[]新しい VPCE 設定を作成します。で、a と入力します。名前VPC エンドポイント設定を指定しま
す。
API バージョン 2015-06-23
106

AWS Device Farm デベロッパーガイド
ステップ 4: テストランの作成

6.

7.

8.

を使用する場合VPCE サービス名で、Amazon VPC エンドポイントサービスの名前を入力します
(サービス名) は Amazon VPC コンソールでメモしたことです。名前は com.amazonaws.vpce.uswest-2.vpce-svc-id のようになります。
を使用する場合サービスの DNS 名で、テストするアプリのサービス DNS 名を入力します
(例:devicefarm.com). サービス DNS 名の前に http または https を指定しないでください。
ドメイン名は、パブリックインターネットからはアクセスできません。また、VPC エンドポイント
サービスにマッピングされる新しいドメイン名が Amazon Route 53 によって生成され、Device Farm
セッションでお客様専用として使用することができます。
[Save] (保存) を選択します。

ステップ 4: テストランの作成
VPC エンドポイント設定を保存したら、この設定を使用してテストランを作成したり、リモートアクセス
セッションを作成できます。詳細については、Device Farm でテストランを作成する (p. 23) または セッ
ションの作成 (p. 90) を参照してください。

Amazon ECVPC 使用AWSリージョン
Device Farm サービスは米国西部 (オレゴン) に存在しています (オレゴン)us-west-2) リージョ
ン。Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用できるようになります 別のサービスにアクセス
するにはAWSDevice Farm を使用するリージョンです。Device Farm とサービスが同じリージョンに存在
する場合は、「」を参照してください。Device Farm で Amazon VPC エンドポイントサービスを使用す
る (p. 103)。
別のリージョンに存在しているプライベートサービスにアクセスするには 2 つの方法があります。他の1
つの地域にサービスがある場合、それはそうではありませんus-west-2では、VPC ピアリングを使用し
て、そのリージョンの VPC を、の Device Farm とインターフェイスしている別の VPC とピアリングでき
ます。us-west-2。ただし、複数のリージョンにサービスがある場合、Transit Gateway を使用すると、
より簡単なネットワーク構成でそれらのサービスにアクセスできます。
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詳細については、次を参照してください。VPC ピアリング接続のシナリオのAmazon VPC Peering
Guide。

VPCP冷静な
2 つの VPC を別のリージョンに接続することはできますが、重複しない個別の CIDR ブロックがある場合
に限ります。これにより、プライベート IP アドレスがすべて一意であることが保証され、VPC 内のすべ
てのリソースが、任意の形式のネットワークアドレス変換 (NAT) を必要とせずに相互に接続できるように
なります。CIDR 表記の詳細については、RFC 4632 を参照してください。
このトピックには、Device Farm (Device Farm) のシナリオの例を含みます。VPC-1は、米国西部 (オレゴ
ン) (オレゴン) に存在しus-west-2) リージョン。この例の 2 番目の VPC (VPC-2は、別のリージョンに存
在しています。

Device Farm VPC のリージョン間の例
VPC コンポーネント

VPC-1

VPC-2

CIDR

10.0.0.0/16

172.16.0.0/16

Important
2 つの VPC 間にピア接続を確立すると、VPC のセキュリティ体制が変わる可能性があります。
さらに、ルートテーブルに新しいエントリを追加すると、VPC 内のリソースのセキュリティ体制
が変わる可能性があります。組織のセキュリティを満たす方法でこれらの構成を実装することは
お客様の責任です。詳細については、「」を参照してください。責任共有モデル。
次の図は、この例のコンポーネントと、それらのコンポーネント間の相互作用を示しています。

トピック
• 前提条件 (p. 109)
• ステップ 1: VPC-1 と VPC-2 の間のピア接続を設定する (p. 109)
• ステップ 2: VPC-1 と VPC-2 のルートテーブルを更新する (p. 109)
• ステップ 3: ターゲットグループの作成 (p. 110)
• ステップ 4: Network Load Balancer を作成する (p. 111)
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• ステップ 5: VPC エンドポイントサービスを作成する (p. 112)
• ステップ 6: Device Farm で VPC エンドポイント設定を作成する (p. 112)
• ステップ 7: テストランの作成 (p. 112)
• Transit Gateway でスケーラブルなネットワークを構築する (p. 112)

前提条件
この例では、以下が必要です。
• 重複しない CIDR ブロックを含むサブネットで構成された 2 つの VPC。
• VPC-1に作成する必要がありますus-west-2アベイラビリティーゾーンのリージョンと含まれるサブ
ネットus-west-2a,us-west-2b, およびus-west-2c。
VPC の作成と設定の詳細については、「」を参照してください。VPC とサブネットの使用のAmazon
VPC Peering Guide。

ステップ 1: VPC-1 と VPC-2 の間のピア接続を設定す
る
重複しない CIDR ブロックを含む 2 つの VPC の間にピア接続を確立します。これを行うには、「」を参
照してください。VPC ピアリング接続を作成し、そのまま使用します。のAmazon VPC Peering Guide。
このトピックのクロスリージョンシナリオとAmazon VPC Peering Guideでは、次のピア接続設定例が作
成されます。
名前
Device-Farm-Peering-Connection-1
VPC ID (リクエスタ)
vpc-0987654321gfedcba (VPC-2)
アカウント
My account
[Region] (リージョン)
US West (Oregon) (us-west-2)
VPC ID (アクセプター)
vpc-1234567890abcdefg (VPC-1)

Note
新しいピア接続を確立するときは、必ず VPC ピア接続クォータを確認してください。詳細につい
ては、「」を参照してください。Amazon VPC クォータのAmazon VPC Peering Guide。

ステップ 2: VPC-1 と VPC-2 のルートテーブルを更新
する
ピア接続を設定したら、2 つの VPC 間でデータを転送する宛先ルートを確立する必要があります。
このルートを確立するには、次のルートテーブルを手動で更新します。VPC-1のサブネットを指し示
すVPC-2逆もまた同様です。これを行うには、「」を参照してください。VPC ピアリング接続のルート
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テーブルを更新するのAmazon VPC Peering Guide。このトピックのクロスリージョンシナリオとAmazon
VPC Peering Guideでは、次のルートテーブル設定例が作成されます。

Device Farm VPC のルート例
VPC コンポーネント

VPC-1

VPC-2

ルートテーブル ID

rtb-1234567890abcdefg

rtb-0987654321gfedcba

ローカルアドレス範囲

10.0.0.0/16

172.16.0.0/16

送信先アドレス範囲

172.16.0.0/16

10.0.0.0/16

ステップ 3: ターゲットグループの作成
宛先ルートを設定したら、Network Load Balancer をVPC-1リクエストをルーティングするVPC-2。
Network Load Balancer には、最初にターゲットグループが含まれている必要がありますこれには、送信
先の IP アドレスが含まれていますリクエストが送信されます。
ターゲットグループを作成するには
1. ターゲットにするサービスの IP アドレスを特定します。VPC-2。
• これらの IP アドレスは、ピア接続で使用されるサブネットのメンバーである必要があります。
• ターゲット IP アドレスは静的で不変である必要があります。サービスに動的 IP アドレスがある場合
は、静的リソース (Network Load Balancer など) をターゲットにして、その静的リソースにリクエス
トを実際のターゲットにルーティングさせることを検討してください。

Note
• 1 つ以上のスタンドアロンの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インス
タンスをターゲットにしている場合は、Amazon EC2 コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/ec2/[] を選択してからインスタンス。
• Amazon EC2 インスタンスの Amazon EC2 Auto Scaling グループをターゲットにしている
場合、Amazon EC2 Auto Scaling グループをNetwork Load Balancer に関連付ける必要が
あります。詳細については、 Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドのAuto Scaling グ
ループへのロードバランサーのアタッチを参照してください。
次に、Amazon EC2 コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/ec2/[] を選
択してからネットワークインターフェイス。そこから、ネットワークロードバランサの
各ネットワークインターフェイスの IP アドレスをそれぞれ表示できます。アベイラビリ
ティーゾーン。
2. にターゲットグループの作成VPC-1。これを実行するには「」を参照してください。Network Load
Balancer のターゲットグループを作成するのNetwork Load Balancer のユーザーガイド。
異なる VPC 内のサービスのターゲットグループには、次の設定が必要です。
• を使用する場合ターゲットのタイプを選択してください、選択IP アドレス。
• を使用する場合VPCで、ロードバランサーをホストする VPC を選択します。トピックの例では、次
のようになります。VPC-1。
• リポジトリの []ターゲットの登録ページで、各IPアドレスのターゲットを登録しますVPC-2。
を使用する場合ネットワーク、選択他のプライベート IP アドレス。
を使用する場合アベイラビリティーゾーンで、目的のゾーンをVPC-1。
を使用する場合IPv4 アドレスで、VPC-2IP アドレス。
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を使用する場合ポートで、ポートを選択します。
• [Include as pending below] (保留中として以下を含める) をクリックします。アドレスの指定を終了し
たら、[保留中のターゲットの登録。
このトピックのクロスリージョンシナリオとNetwork Load Balancer のユーザーガイドでは、次の値が
ターゲットグループ設定で使用されます。
[Target type (ターゲットタイプ)]
IP addresses
ターゲットグループ名
my-target-group
プロトコル/ポート
TCP : 80
[VPC]
vpc-1234567890abcdefg (VPC-1)
ネットワーク
Other private IP address
[Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン)
all
IPv4 アドレス
172.16.100.60
ポート
80

ステップ 4: Network Load Balancer を作成する
で説明されているターゲットグループを使用してNetwork Load Balancer を作成します。ステッ
プ 3 (p. 110)。これを実行するには「」を参照してください。Network Load Balancer を作成す
る (p. 104)。
このトピックのクロスリージョンシナリオを使用するでは、Network Load Balancer の設定例では次の値
が使用されます。
Load balancer name
my-nlb
スキーム
Internal
[VPC]
vpc-1234567890abcdefg (VPC-1)
マッピング
us-west-2a - subnet-4i23iuufkdiufsloi
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us-west-2b - subnet-7x989pkjj78nmn23j
us-west-2c - subnet-0231ndmas12bnnsds
プロトコル/ポート
TCP : 80
ターゲットグループ
my-target-group

ステップ 5: VPC エンドポイントサービスを作成する
Network Load Balancer を使用して VPC エンドポイントサービスを作成できます。この VPC エンドポイ
ントサービスを通じて、Device Farm はVPC-2インターネットゲートウェイ、NAT インスタンス、VPN 接
続など、追加のインフラストラクチャを使用する必要はありません。
これを実行するには「」を参照してください。Amazon ECVPC サービスの作成 (p. 106)。

ステップ 6: Device Farm で VPC エンドポイント設定
を作成する
これで、VPC と Device Farm の間にプライベート接続を確立できるようになります。Device Farm を使用
すると、パブリックインターネットを介して公開することなく、プライベートサービスをテストすること
ができます。これを行うには、「」を参照してください。Device Farm で VPC エンドポイント設定を作成
する (p. 106)。
このトピックのクロスリージョンシナリオを使用するでは、VPC エンドポイントの設定例では次の値が使
用されています。
名前
My VPCE Configuration
VPCE サービス名
com.amazonaws.vpce.us-west-2.vpce-svc-1234567890abcdefg
サービスの DNS 名
devicefarm.com

ステップ 7: テストランの作成
「」で説明した VPC エンドポイント設定を使用するテストランを作成できます。ステップ 6 (p. 112)。
詳細については、「Device Farm でテストランを作成する (p. 23)」または「セッションの作成 (p. 90)」を
参照してください。

Transit Gateway でスケーラブルなネットワークを構
築する
3 つ以上の VPC を使用してスケーラブルなネットワークを構築するために、VPC とオンプレミスネット
ワークを相互接続するネットワークの中継ハブとして機能させることができます。Transit Gateway を使
用するように Device Farm と同じリージョンの VPC を設定するには、Device Farm を使用した Amazon
API バージョン 2015-06-23
112

AWS Device Farm デベロッパーガイド
スケーラブルなVPC の作成sシステム

VPC エンドポイントサービスプライベートIPアドレスに基づいて別のリージョンのリソースをターゲット
にするガイド。
Transit Gateway の詳細については、「」を参照してください。トランジットゲートウェイとはのAmazon
ECVPC ransit Gateway ガイド。
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による AWS Device Farm API コール
の記録AWS CloudTrail
AWS Device Farm はAWS CloudTrailは、ユーザー、ロール、またはによって実行されたアクションの記録
を提供するサービスAWSAWS Device Farm でのサービス。 CloudTrail は、AWS Device Farm 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 Device Farm コン
ソールからの呼び出しと、AWS Device Farm API オペレーションへのコードの呼び出しが含まれます。
証跡を作成すると、の継続的デリバリーが可能になります。 CloudTrail AWS Device Farm のイベントな
ど、Amazon S3 バケットへのイベント。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールインイベント
履歴。CloudTrail で収集された情報を使用して、AWS Device Farm に対して行ったリクエスト、リクエス
ト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト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。

CloudTrail に関する AWS Device Farm 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。AWS Device Farm でアク
ティビティが発生すると、そのアクティビティは CloudTrail 他のイベントと一緒にイベントAWSのサービ
スイベントイベント履歴。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、次を参照してください。を使用してイベントを表示する CloudTrail イベント履歴。
AWS Device Farm のイベントなど、AWS アカウントのイベントを継続的に記録するには、証跡を作
成します。あるトレイル可能にする CloudTrail を使用して、Amazon S3 バケットにログファイルを配
信します。デフォルトでは、コンソールで作成した追跡がすべての 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 Simple
Storage Service (Amazon S3) バケットにログファイルを配信します。さらに、他のAWSで収集された
データに基づいて、より詳細な分析と行動のためのサービス CloudTrail ログ。詳細については、以下を参
照してください。
• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 受信 CloudTrail 複数のリージョンのログファイルそして複数のアカウントからの CloudTrail ログファイ
ルの受信
メトリック CloudTrail のログ記録はAWSアカウントでは、Device Farm アクションに対する API 呼び出し
がログファイルに記録されます。Device Farm レコードは、他ののレコードと一緒に記録されますAWSロ
グファイルに記録をサービスする。 CloudTrail は、期間とファイルサイズに基づいて、新しいファイルを
いつ作成して書き込むかを決定します。
Device Farm アクションはすべて、「AWS CLI リファレンス (p. 122)」および「Device Farm の自動
化 (p. 124)」に記録され、文書化されます。たとえば、Device Farm で新しいプロジェクトを作成した
り、Device Farm で実行したりする呼び出しは、 CloudTrail ログファイル。
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
情報は以下の判断に役立ちます:
• 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
らを使用して実行されたか。
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• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して実行されたか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって実行されたかどうか。
詳細については、「CloudTrail userIdentity エレメント」を参照してください。

AWS Device Farm ログファイルエントリの概要
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。イベントは、任意のソースか
らの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報
が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースで
はないため、特定の順序では表示されません。
次の例は以下を示します。 CloudTrail Device Farm の例となるログエントリListRunsアクション:
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "Root",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2015-07-08T21:13:35Z"
}
}
},
"eventTime":"2015-07-09T00:51:22Z",
"eventSource": "devicefarm.amazonaws.com",
"eventName":"ListRuns",
"awsRegion":"us-west-2",
"sourceIPAddress":"203.0.113.11",
"userAgent":"example-user-agent-string",
"requestParameters": {
"arn":"arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789012:project:a9129b8cdf6b-4cdd-8009-40a25EXAMPLE"},
"responseElements": {
"runs": [
{
"created": "Jul 8, 2015 11:26:12 PM",
"name": "example.apk",
"completedJobs": 2,
"arn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789012:run:a9129b8cdf6b-4cdd-8009-40a256aEXAMPLE/1452d105-e354-4e53-99d8-6c993EXAMPLE",
"counters": {
"stopped": 0,
"warned": 0,
"failed": 0,
"passed": 4,
"skipped": 0,
"total": 4,
"errored": 0
},
"type": "BUILTIN_FUZZ",
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}

]

}

}

}

]

"status": "RUNNING",
"totalJobs": 3,
"platform": "ANDROID_APP",
"result": "PENDING"
},
... additional entries ...
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での AWS Device Farm の使用
CodePipeline テストステージ
AWS CodePipeline を使用すると、Device Farm で設定したモバイルアプリケーションテストを AWS マ
ネージド型の自動リリースパイプラインに組み込むことができます。オンデマンドで、スケジュールに
従って、または継続的な統合フローの一部として、テストを実行するようにパイプラインを設定できま
す。
以下の図に示しているのは、プッシュがリポジトリにコミットされるたびに Android アプリケーションが
ビルドされてテストされる、継続的な統合フローです。このパイプライン設定を作成するには、を参照し
てください。チュートリアル: GitHub にプッシュされたときに Android アプリケーションをビルドしてテ
ストする。

1. 設定する

2. 定義を追加する

3. プッシュ

4. ビルド
とテスト

5. レポート

パイプラインリ
ソースを設定する

パッケージにビ
ルドとテストの
定義を追加する

リポジトリに
パッケージを
プッシュする

アプリケーショ
ンをビルドし、
自動的に開始さ
れるビルド出力
アーティファク
トをテストする

テスト結果
を表示する

コンパイルされたアプリ (iOS など) を継続的にテストするパイプラインを構成する方法を学ぶに
は.ipaAndroid の場合.apkfile) をソースとして、を参照してください。チュートリアル: Amazon S3 バ
ケットに.ipa ファイルをアップロードするたびに iOS アプリケーションをテストする。

設定 CodePipeline Device Farm テストを使用する
には
以下のステップは、Device Farm プロジェクトの設定 (p. 20)とパイプラインの作成を完了していること
が前提となります。テストステージで、テスト定義とコンパイルされたアプリケーションパッケージファ
イルを含む入力アーティファクトを受け取るように、パイプラインを設定する必要があります。テストス
テージの入力アーティファクトとしては、パイプラインで設定したソースステージまたはビルドステージ
の出力アーティファクトを使用できます。
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Device Farm テストランを CodePipeline テストアクション
1.

にサインインします。AWS Management Consoleを開き、 CodePipeline コンソールhttps://
console.aws.amazon.com/codepipeline/。

2.

アプリケーションリリースのパイプラインを選択します。

3.

テストステージパネルで、鉛筆アイコンを選択してから、[Action] (アクション) を選択します。

4.

[Add action] (アクションの追加) パネルの [Action category] (アクションカテゴリ) で、[Test] (テスト)
を選択します。

5.

[Action name] (アクション名) に名前を入力します。

6.

[Test provider] (テストプロバイダ) で、[AWS Device Farm] を選択します。

7.

[Project name] (プロジェクト名) で、既存の Device Farm プロジェクトを選択するか、[Create a new
project] (新規プロジェクトの作成) を選択します。

8.

[Device pool] (デバイスプール) で、既存のデバイスプールを選択するか、[Create a new device pool]
(新しいデバイスプールの作成) を選択します。デバイスプールを作成する場合は、一連のテストデバ
イスを選択する必要があります。

9.

[App type] (アプリケーションタイプ) で、アプリケーションのプラットフォームを選択します。
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10. [App file path] (アプリケーションファイルパス) にコンパイルされたアプリケーションパッケージのパ
スを入力します。パスは、テストの入力アーティファクトのルートを基準とする相対パスです。
11. [Test type] (テストタイプ) で以下のいずれかを実行します。
• 組み込み Device Farm テストのいずれかを使用している場合は、Device Farm プロジェクトで設定
されているテストのタイプを選択します。
• Device Farm の組み込みテストのいずれも使用していない場合は、[Test file path] (テストファイル
パス) にテスト定義ファイルのパスを入力します。パスは、テストの入力アーティファクトのルー
トを基準とする相対パスです。
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12. 残りのフィールドにはテストおよびアプリケーションタイプに適した設定を入力します。
13. (オプション) [Advanced] (アドバンスト) で、テストランの詳細設定を行います。

14. [Input artifacts] (入力アーティファクト) で、パイプラインのテストステージの前にあるステージの出
力アーティファクトに一致する入力アーティファクトを選択します。
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左 CodePipeline コンソールでは、パイプライン図の情報アイコンの上にカーソルを置くことで、各
ステージの出力アーティファクトの名前を見つけることができます。パイプラインでアプリケーショ
ンを [Source] (ソース) ステージから直接テストする場合は、[MyApp] を選択します。パイプラインに
[Build] (ビルド) ステージが含まれている場合は、[MyAppBuild] を選択します。

15. パネルの下部で、[Add Action] (アクションの追加) を選択します。
16. 左 CodePipeline ペインで [] を選択します。パイプライン変更の保存[] を選択してから、変更の保存。
17. 変更を送信してパイプラインのビルドを開始するには、[Release change] (変更のリリース)、
[Release] (リリース) の順に選択します。
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AWS CLIAWS Device Farm 用リファ
レンス
Device Farm コマンドを実行する AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用するには、「AWS CLI
AWS Device Farm 用リファレンス」を参照してください。
AWS CLI に関する一般情報については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」と「AWS CLI
コマンドリファレンス」を参照してください。
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Windows PowerShell AWS Device
Farm の使用
Windows の使用 PowerShell Device Farm コマンドを実行するには、Device Farm コマンドレットリ
ファレンスのAWS Tools for Windows PowerShellコマンドレットリファレンス。詳細については、次を
参照してください。AWS Tools ols for Windows のセットアップ PowerShellのAWS Tools for Windows
PowerShellユーザーガイド。
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AWS Device Farm の自動化
プログラムによる Device Farm へのアクセスは、実行のスケジュールや実行、スイート、またはテスト用
のアーティファクトのダウンロードなど、実行する必要がある一般的なタスクを自動化するための強力な
方法です。AWS SDK と AWS CLI は、そのための手段を提供します。
AWS SDK は、Device Farm、Amazon S3 などを含むすべての AWS のサービスへのアクセスを提供しま
す。詳細については、次を参照する
• AWS ツールと SDK
• AWS Device Farm API リファレンス

例: の使用AWSSDK を使用した Device Farm 実行
の開始とアーティファクトの収集
次の例は、 beginning-to-end 使用方法のデモンストレーションAWSSDK は Device Farm と連携します。
この例では、次のような処理を実行します。
• テストパッケージとアプリケーションパッケージを Device Farm にアップロードする
• テスト実行を開始し、その完了 (または失敗) を待つ
• テストスイートによって生成されたすべてのアーティファクトをダウンロードする
この例は、HTTP と対話するサードパーティーの requests パッケージに依存しています。
import
import
import
import
import
import
import
import
import

boto3
os
requests
string
random
time
datetime
time
json

# The following script runs a test through Device Farm
#
# Things you have to change:
config = {
# This is our app under test.
"appFilePath":"app-debug.apk",
"projectArn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2:111122223333:project:1b99bcff-1111-2222ab2f-8c3c733c55ed",
# Since we care about the most popular devices, we'll use a curated pool.
"testSpecArn":"arn:aws:devicefarm:us-west-2::upload:101e31e8-12ac-11e9-ab14d663bd873e83",
"poolArn":"arn:aws:devicefarm:us-west-2::devicepool:082d10e5-d7d7-48a5-ba5cb33d66efa1f5",
"namePrefix":"MyAppTest",
# This is our test package. This tutorial won't go into how to make these.
"testPackage":"tests.zip"
}
client = boto3.client('devicefarm')

API バージョン 2015-06-23
124

AWS Device Farm デベロッパーガイド
例: の使用AWSSDK を使用した Device
Farm 実行の開始とアーティファクトの収集

unique =
config['namePrefix']+"-"+(datetime.date.today().isoformat())+(''.join(random.sample(string.ascii_lette
print(f"The unique identifier for this run is going to be {unique} -- all uploads will be
prefixed with this.")
def upload_df_file(filename, type_, mime='application/octet-stream'):
response = client.create_upload(projectArn=config['projectArn'],
name = (unique)+"_"+os.path.basename(filename),
type=type_,
contentType=mime
)
# Get the upload ARN, which we'll return later.
upload_arn = response['upload']['arn']
# We're going to extract the URL of the upload and use Requests to upload it
upload_url = response['upload']['url']
with open(filename, 'rb') as file_stream:
print(f"Uploading {filename} to Device Farm as {response['upload']['name']}...
",end='')
put_req = requests.put(upload_url, data=file_stream, headers={"content-type":mime})
print(' done')
if not put_req.ok:
raise Exception("Couldn't upload, requests said we're not ok. Requests says:
"+put_req.reason)
started = datetime.datetime.now()
while True:
print(f"Upload of {filename} in state {response['upload']['status']} after
"+str(datetime.datetime.now() - started))
if response['upload']['status'] == 'FAILED':
raise Exception("The upload failed processing. DeviceFarm says reason
is: \n"+(response['upload']['message'] if 'message' in response['upload'] else
response['upload']['metadata']))
if response['upload']['status'] == 'SUCCEEDED':
break
time.sleep(5)
response = client.get_upload(arn=upload_arn)
print("")
return upload_arn
our_upload_arn = upload_df_file(config['appFilePath'], "ANDROID_APP")
our_test_package_arn = upload_df_file(config['testPackage'], 'APPIUM_PYTHON_TEST_PACKAGE')
print(our_upload_arn, our_test_package_arn)
# Now that we have those out of the way, we can start the test run...
response = client.schedule_run(
projectArn = config["projectArn"],
appArn = our_upload_arn,
devicePoolArn = config["poolArn"],
name=unique,
test = {
"type":"APPIUM_PYTHON",
"testSpecArn": config["testSpecArn"],
"testPackageArn": our_test_package_arn
}
)
run_arn = response['run']['arn']
start_time = datetime.datetime.now()
print(f"Run {unique} is scheduled as arn {run_arn} ")
try:
while True:
response = client.get_run(arn=run_arn)
state = response['run']['status']
if state == 'COMPLETED' or state == 'ERRORED':
break
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else:
print(f" Run {unique} in state {state}, total time
"+str(datetime.datetime.now()-start_time))
time.sleep(10)
except:
# If something goes wrong in this process, we stop the run and exit.
client.stop_run(arn=run_arn)
exit(1)
print(f"Tests finished in state {state} after "+str(datetime.datetime.now() - start_time))
# now, we pull all the logs.
jobs_response = client.list_jobs(arn=run_arn)
# Save the output somewhere. We're using the unique value, but you could use something else
save_path = os.path.join(os.getcwd(), unique)
os.mkdir(save_path)
# Save the last run information
for job in jobs_response['jobs'] :
# Make a directory for our information
job_name = job['name']
os.makedirs(os.path.join(save_path, job_name), exist_ok=True)
# Get each suite within the job
suites = client.list_suites(arn=job['arn'])['suites']
for suite in suites:
for test in client.list_tests(arn=suite['arn'])['tests']:
# Get the artifacts
for artifact_type in ['FILE','SCREENSHOT','LOG']:
artifacts = client.list_artifacts(
type=artifact_type,
arn = test['arn']
)['artifacts']
for artifact in artifacts:
# We replace : because it has a special meaning in Windows & macos
path_to = os.path.join(save_path, job_name, suite['name'],
test['name'].replace(':','_') )
os.makedirs(path_to, exist_ok=True)
filename =
artifact['type']+"_"+artifact['name']+"."+artifact['extension']
artifact_save_path = os.path.join(path_to, filename)
print("Downloading "+artifact_save_path)
with open(artifact_save_path, 'wb') as fn,
requests.get(artifact['url'],allow_redirects=True) as request:
fn.write(request.content)
#/for artifact in artifacts
#/for artifact type in []
#/ for test in ()[]
#/ for suite in suites
#/ for job in _[]
# done
print("Finished")
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Device Farm エラーのトラブル
シュー
このセクションでは、Device Farm に関する一般的な問題を修正するのに役立つエラーメッセージと手順
を示します。
トピック
• AWS Device Farm での Android アプリケーションテストのトラブル (p. 127)
• AWS Device Farm での Appium Java JUnit テストの (p. 131)
• AWS Device Farm での Appium Java JUnit ウェブアプリケーションテストのトラブル (p. 137)
• AWS Device Farm での Appium Java TestNG (p. 142)
• AWS Device Farm での Appium Java TestNG ウェブアプリケーションの (p. 146)
• AWS Device Farm での Appium Python (p. 150)
• AWS Device Farm での Appium Python ウェブアプリケーションテストの (p. 158)
• AWS Device Farm での Calabash テストのトラブル (p. 165)
• AWS Device Farm でのインストルメンテーションテストの (p. 171)
• AWS Device Farm の iOS アプリケーションテストのトラブル (p. 175)
• AWS Device Farm での UI Automator (p. 183)
• AWS DDevice Farm Fest テストのトラブルシューティング (p. 183)
• AWS Device Farm での XCTest UI テストのトラブルシューティング (p. 187)

AWS Device Farm での Android アプリケーション
テストのトラブル
次のトピックでは、Android アプリケーションテストのアップロード中に発生するエラーメッセージを示
し、各エラーを解決するための推奨される回避策を示します。

Note
以下の手順は Linux x86_64 および Mac を対象にしています。

ANDROID_APP_UNZIP_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
アプリケーションを開けませんでした。ファイルが有効であることを確認してから、もう一度お
試しください。
エラーなしでアプリケーションパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージ名は
app-debug.apk です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip app-debug.apk
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2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

有効な Android アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
|-|-|-|-|-`--

AndroidManifest.xml
classes.dex
resources.arsc
assets (directory)
res (directory)
META-INF (directory)

詳細については、「AWS Device Farm の Android テスト作業 (p. 68)」を参照してください。

ANDROID_APP_AAPT_DEBUG_BADGING_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
アプリケーションに関する情報を抽出できませんでした。aapt debug badging <path to
your test package>コマンドを実行してアプリケーションが有効であることを確認し、コマ
ンドがエラーを出力しなくなってからもう一度試してください。
アップロードの検証プロセス中に、AWS Device Farm は aapt debug badging <path to your
package> コマンドの出力から情報を解析します。
Android アプリケーションでこのコマンドを正常に実行できることを確認してください。次の例では、
パッケージ名は app-debug.apk です。
•

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次にコマンドを実行します。
$ aapt debug badging app-debug.apk

有効な Android アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
package: name='com.amazon.aws.adf.android.referenceapp' versionCode='1'
versionName='1.0' platformBuildVersionName='5.1.1-1819727'
sdkVersion:'9'
application-label:'ReferenceApp'
application: label='ReferenceApp' icon='res/mipmap-mdpi-v4/ic_launcher.png'
application-debuggable
launchable-activity:
name='com.amazon.aws.adf.android.referenceapp.Activities.MainActivity'
label='ReferenceApp' icon=''
uses-feature: name='android.hardware.bluetooth'
uses-implied-feature: name='android.hardware.bluetooth' reason='requested
android.permission.BLUETOOTH permission, and targetSdkVersion > 4'
main
supports-screens: 'small' 'normal' 'large' 'xlarge'
supports-any-density: 'true'
locales: '--_--'
densities: '160' '213' '240' '320' '480' '640'

詳細については、「AWS Device Farm の Android テスト作業 (p. 68)」を参照してください。
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ANDROID_APP_PACKAGE_NAME_VALUE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
アプリケーション内にパッケージ名の値が見つかりませんでした。aapt debug badging
<path to your test package> コマンドを実行してアプリケーションが有効であることを確
認し、キーワード "package: name" の後ろにパッケージ名の値を見つけた後にもう一度試して下
さい。
アップロードの検証プロセス中に、AWS Device Farm は aapt debug badging <path to your
package> コマンドの出力からパッケージ名の値を解析します。
Android アプリケーションでこのコマンドを実行でき、パッケージ名の値を正常に見つけられることを確
認してください。次の例では、パッケージ名は app-debug.apk です。
•

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ aapt debug badging app-debug.apk | grep "package: name="

有効な Android アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
package: name='com.amazon.aws.adf.android.referenceapp' versionCode='1'
versionName='1.0' platformBuildVersionName='5.1.1-1819727'

詳細については、「AWS Device Farm の Android テスト作業 (p. 68)」を参照してください。

ANDROID_APP_SDK_VERSION_VALUE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
アプリケーション内に SDK バージョンの値が見つかりませんでした。aapt debug badging
<path to your test package> コマンドを実行してアプリケーションが有効であることを確
認し、キーワード sdkVersion の後ろに SDK バージョンの値を見つけた後にもう一度試して下
さい。
アップロードの検証プロセス中に、AWS Device Farm は aapt debug badging <path to your
package> コマンドの出力から SDK バージョンの値を解析します。
Android アプリケーションでこのコマンドを実行でき、パッケージ名の値を正常に見つけられることを確
認してください。次の例では、パッケージ名は app-debug.apk です。
•

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ aapt debug badging app-debug.apk | grep "sdkVersion"

有効な Android アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
sdkVersion:'9'

詳細については、「AWS Device Farm の Android テスト作業 (p. 68)」を参照してください。
API バージョン 2015-06-23
129

AWS Device Farm デベロッパーガイド
ANDROID_APP_AAPT_DUMP_XMLTREE_FAILED

ANDROID_APP_AAPT_DUMP_XMLTREE_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
有効なものが見つかりませんでした AndroidManifest.xml をアプリケーションに追加します。コマ
ンド aapt dump xmltree <path to your test package> AndroidManifest.xml を実
行してテストパッケージが有効であることを確認し、コマンドがエラーを出力しなくなってから
もう一度試してください。
アップロードの検証プロセス中に、AWS Device Farm はコマンド aapt dump xmltree <path to
your package> AndroidManifest.xml を使用してパッケージに含まれる XML ファイルの XML 解析
ツリーから情報を解析します。
Android アプリケーションでこのコマンドを正常に実行できることを確認してください。次の例では、
パッケージ名は app-debug.apk です。
•

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ aapt dump xmltree app-debug.apk. AndroidManifest.xml

有効な Android アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
N: android=http://schemas.android.com/apk/res/android
E: manifest (line=2)
A: android:versionCode(0x0101021b)=(type 0x10)0x1
A: android:versionName(0x0101021c)="1.0" (Raw: "1.0")
A: package="com.amazon.aws.adf.android.referenceapp" (Raw:
"com.amazon.aws.adf.android.referenceapp")
A: platformBuildVersionCode=(type 0x10)0x16 (Raw: "22")
A: platformBuildVersionName="5.1.1-1819727" (Raw: "5.1.1-1819727")
E: uses-sdk (line=7)
A: android:minSdkVersion(0x0101020c)=(type 0x10)0x9
A: android:targetSdkVersion(0x01010270)=(type 0x10)0x16
E: uses-permission (line=11)
A: android:name(0x01010003)="android.permission.INTERNET" (Raw:
"android.permission.INTERNET")
E: uses-permission (line=12)
A: android:name(0x01010003)="android.permission.CAMERA" (Raw:
"android.permission.CAMERA")

詳細については、「AWS Device Farm の Android テスト作業 (p. 68)」を参照してください。

ANDROID_APP_DEVICE_ADMIN_PERMISSIONS
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
アプリケーションにデバイスの管理者権限が必要なことが見つかりました。aapt dump
xmltree <path to your test package> AndroidManifest.xml コマンドを実行して権
限が必要ないことを確認して、キーワード android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN が出
力に含まれていないことを確認してからもう一度試してください。
アップロードの検証プロセス中に、AWS Device Farm はコマンド aapt dump xmltree <path to
your package> AndroidManifest.xml を使用してパッケージに含まれる XML ファイルの XML 解析
ツリーからアクセス許可を解析します。
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アプリケーションにデバイスの管理者権限が必要ないことを確認してください。次の例では、パッケージ
名は app-debug.apk です。
•

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ aapt dump xmltree app-debug.apk AndroidManifest.xml

次のような出力があります。
N: android=http://schemas.android.com/apk/res/android
E: manifest (line=2)
A: android:versionCode(0x0101021b)=(type 0x10)0x1
A: android:versionName(0x0101021c)="1.0" (Raw: "1.0")
A: package="com.amazonaws.devicefarm.android.referenceapp" (Raw:
"com.amazonaws.devicefarm.android.referenceapp")
A: platformBuildVersionCode=(type 0x10)0x16 (Raw: "22")
A: platformBuildVersionName="5.1.1-1819727" (Raw: "5.1.1-1819727")
E: uses-sdk (line=7)
A: android:minSdkVersion(0x0101020c)=(type 0x10)0xa
A: android:targetSdkVersion(0x01010270)=(type 0x10)0x16
E: uses-permission (line=11)
A: android:name(0x01010003)="android.permission.INTERNET" (Raw:
"android.permission.INTERNET")
E: uses-permission (line=12)
A: android:name(0x01010003)="android.permission.CAMERA" (Raw:
"android.permission.CAMERA")
……

Android アプリケーションが有効な場合、出力に A:
android:name(0x01010003)="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN" (Raw:
"android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN") を含めることはできません。
詳細については、AWS Device Farm の Android テスト作業 (p. 68)を参照してください。

AWS Device Farm での Appium Java JUnit テスト
の
以下のトピックでは、Appium Java JUnit テストのアップロード中に発生するエラーメッセージを示し、各
エラーを解決するための回避策を推奨します。

Note
以下の手順は Linux x86_64 および Mac を対象にしています。

APPIUM_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_PACKAGE_UNZIP
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト ZIP ファイルを開けませんでした。ファイルが有効であることを確認してから、もう一度
お試しください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前はzipwith-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
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$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

有効な Appium Java JUnit パッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_DEPENDENCY_DI
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
dependency-jars のディレクトリがテストパッケージ内に見つかりませんでした。テストパッケー
ジを解凍し、dependency-jars ディレクトリがパッケージ内にあることを確認して、もう一度やり
直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、作業ディレクトリ内に dependency-jars ディレク
トリがあります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
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|—
|—
|—
`—

com.some-dependency.bar-4.1.jar
com.another-dependency.thing-1.0.jar
joda-time-2.7.jar
log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_JAR_MISSING_IN_
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
dependency-jars ディレクトリツリー内に JAR ファイルが見つかりませんでした。テストパッ
ケージを解凍してから dependency-jars ディレクトリを開き、少なくとも 1 つの JAR ファイルが
ディレクトリにあることを確認して、もう一度やり直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、dependency-jars ディレクトリ内に少なくとも 1
つの jar ファイルがあります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_TESTS_JAR_FILE_
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージ内に *-tests.jar ファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、パッケージ内に少なくとも 1 つの *-tests.jar ファイルがあることを確認して、もう一度やり
直してください。
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次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、少なくとも 1 つのパッケージがあります。#ファイル
いいねacme-android-appium-1.0-snapshot-tests.jar私たちの例では。ファイルの名前は異
なる場合がありますが、–tests.jar で終わります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_CLASS_FILE_MISS
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト JAR ファイル内にクラスファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍して
から、テスト JAR ファイルをアンジャーし、JAR ファイル内に少なくとも 1 つのクラスファイ
ルがあることを確認して、もう一度やり直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

次のような jar ファイルが少なくとも 1 つ見つかるはずです。acme-android-appium-1.0snapshot-tests.jar私たちの例では。ファイルの名前は異なる場合がありますが、–tests.jar
で終わります。
.
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|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

3.

ファイルを正常に抽出したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリツリーに少なくとも 1 つの
クラスがあるはずです。
$ tree .

次のような出力が表示されます。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing
everything built from the ./src/test directory)
|- one-class-file.class
|- folder
|
`-another-class-file.class
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_JUNIT_VERSION_
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
JUnit のバージョン値が見つかりませんでした。テストパッケージを解凍し、dependency-jars
ディレクトリを開き、JUnit JAR ファイルがディレクトリ内にあることを確認して、もう一度や
り直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して、作業ディレクトリのツリー構造を見つけ
ることができます。
tree .
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出力は次のようになります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— junit-4.10.jar
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、この例の jar ファイル junit-4.10.jar のような
JUnit 依存関係ファイルがあります。名前はキーワード junit とバージョン番号で構成する必要があ
ります。この例では 4.10 です。
詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_INVALID_JUNIT_V
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
JUnit のバージョンが、サポートしている最小バージョン 4.10 よりも低いことがわかりまし
た。JUnit のバージョンを変更して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

この例の junit-4.10.jar のような JUnit 依存関係ファイルとそのバージョン番号 (この例では
4.10) を見つける必要があります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies, built
as JAR files)
|— junit-4.10.jar
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar
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Note
テストパッケージで指定された JUnit のバージョンがサポートしている最小バージョン 4.10
よりも低い場合、テストが正しく実行されないことがあります。
詳細については、Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)を参照してください。

AWS Device Farm での Appium Java JUnit ウェブ
アプリケーションテストのトラブル
次のトピックでは、Appium Java JUnit ウェブアプリケーションテストのアップロード中に発生するエラー
メッセージをリストし、各エラーを解決するための回避策を推奨します。Device Farm と Appium の使用
の詳細については、「the section called “Appium” (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_UNZIP_FAIL
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト ZIP ファイルを開けませんでした。ファイルが有効であることを確認してから、もう一度
お試しください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前はzipwith-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

有効な Appium Java JUnit パッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_DEPENDEN
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。
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Warning
dependency-jars のディレクトリがテストパッケージ内に見つかりませんでした。テストパッケー
ジを解凍し、dependency-jars ディレクトリがパッケージ内にあることを確認して、もう一度やり
直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、作業ディレクトリ内に dependency-jars ディレク
トリがあります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_JAR_MISSIN
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
dependency-jars ディレクトリツリー内に JAR ファイルが見つかりませんでした。テストパッ
ケージを解凍してから dependency-jars ディレクトリを開き、少なくとも 1 つの JAR ファイルが
ディレクトリにあることを確認して、もう一度やり直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、dependency-jars ディレクトリ内に少なくとも 1
つの jar ファイルがあります。
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.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_TESTS_JAR
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージ内に *-tests.jar ファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、パッケージ内に少なくとも 1 つの *-tests.jar ファイルがあることを確認して、もう一度やり
直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、少なくとも 1 つのパッケージがあります#ファイルい
いねacme-android-appium-1.0-snapshot-tests.jar私たちの例では。ファイルの名前は異な
る場合がありますが、–tests.jar で終わります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_CLASS_FILE
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。
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Warning
テスト JAR ファイル内にクラスファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍して
から、テスト JAR ファイルをアンジャーし、JAR ファイル内に少なくとも 1 つのクラスファイ
ルがあることを確認して、もう一度やり直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

次のような jar ファイルが少なくとも 1 つ見つかるはずですacme-android-appium-1.0snapshot-tests.jar私たちの例では。ファイルの名前は異なる場合がありますが、–tests.jar
で終わります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

3.

ファイルを正常に抽出したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリツリーに少なくとも 1 つの
クラスがあるはずです。
$ tree .

次のような出力が表示されます。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing
everything built from the ./src/test directory)
|- one-class-file.class
|- folder
|
`-another-class-file.class
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar
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APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_JUNIT_VERS
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
JUnit のバージョン値が見つかりませんでした。テストパッケージを解凍し、dependency-jars
ディレクトリを開き、JUnit JAR ファイルがディレクトリ内にあることを確認して、もう一度や
り直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して、作業ディレクトリのツリー構造を見つけ
ることができます。
tree .

出力は次のようになります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— junit-4.10.jar
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、この例の jar ファイル junit-4.10.jar のような
JUnit 依存関係ファイルがあります。名前はキーワード junit とバージョン番号で構成する必要があ
ります。この例では 4.10 です。

APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT_TEST_PACKAGE_INVALID_JU
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
JUnit のバージョンが、サポートしている最小バージョン 4.10 よりも低いことがわかりまし
た。JUnit のバージョンを変更して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip
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2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

この例の junit-4.10.jar のような JUnit 依存関係ファイルとそのバージョン番号 (この例では
4.10) を見つける必要があります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies, built
as JAR files)
|— junit-4.10.jar
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

Note
テストパッケージで指定された JUnit のバージョンがサポートしている最小バージョン 4.10
よりも低い場合、テストが正しく実行されないことがあります。
詳細については、Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)を参照してください。

AWS Device Farm での Appium Java TestNG
以下のトピックでは、Appium Java TestNG テストのアップロード中に発生するエラーメッセージを示
し、各エラーを解決するための回避策を推奨します。

Note
以下の手順は Linux x86_64 および Mac を対象にしています。

APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE_UNZIP_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト ZIP ファイルを開けませんでした。ファイルが有効であることを確認してから、もう一度
お試しください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前はzipwith-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
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$ tree .

有効な Appium Java JUnit パッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE_DEPENDENCY_
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
dependency-jars のディレクトリがテストパッケージ内に見つかりませんでした。テストパッ
ケージを解凍し、dependency-jars ディレクトリがパッケージ内にあることを確認して、もう
一度試してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、作業ディレクトリ内に dependency-jars ディレク
トリがあります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar
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詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE_JAR_MISSING_
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
dependency-jars ディレクトリツリー内に JAR ファイルが見つかりませんでした。テストパッ
ケージを解凍してから dependency-jars ディレクトリを開き、少なくとも 1 つの JAR ファイルが
ディレクトリにあることを確認して、もう一度やり直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、dependency-jars ディレクトリ内に少なくとも 1
つの jar ファイルがあります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE_TESTS_JAR_FIL
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージ内に *-tests.jar ファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、パッケージ内に少なくとも 1 つの *-tests.jar ファイルがあることを確認して、もう一度やり
直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip
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2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、少なくとも 1 つのパッケージがあります。#ファイル
いいねacme-android-appium-1.0-snapshot-tests.jar私たちの例では。ファイルの名前は異
なる場合がありますが、–tests.jar で終わります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE_CLASS_FILE_M
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト JAR ファイル内にクラスファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍して
から、テスト JAR ファイルをアンジャーし、JAR ファイル内に少なくとも 1 つのクラスファイ
ルがあることを確認して、もう一度やり直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

次のような jar ファイルが、少なくとも 1 つの jar ファイルがあるはずですacme-androidappium-1.0-snapshot-tests.jar私たちの例では。ファイルの名前は異なる場合があります
が、–tests.jar で終わります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
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|—
|—
|—
`—

3.

com.some-dependency.bar-4.1.jar
com.another-dependency.thing-1.0.jar
joda-time-2.7.jar
log4j-1.2.14.jar

その jar ファイルからファイルを抽出するには、次のコマンドを実行します。
$ jar xf acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar

4.

ファイルの抽出が正常に完了したら、次のコマンドを実行します。
$ tree .

作業ディレクトリツリーで、少なくとも 1 つのクラスがあるはずです。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing
everything built from the ./src/test directory)
|- one-class-file.class
|- folder
|
`— another-class-file.class
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)を参照してください。

AWS Device Farm での Appium Java TestNG ウェ
ブアプリケーションの
次のトピックでは、Appium Java TestNG ウェブアプリケーションテストのアップロード中に発生するエ
ラーメッセージをリストし、各エラーを解決するための推奨する回避策を示します。

APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE_UNZIP_FA
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト ZIP ファイルを開けませんでした。ファイルが有効であることを確認してから、もう一度
お試しください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前はzipwith-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip
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2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

有効な Appium Java JUnit パッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE_DEPENDE
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
dependency-jars のディレクトリがテストパッケージ内に見つかりませんでした。テストパッケー
ジを解凍し、dependency-jars ディレクトリがパッケージ内にあることを確認して、もう一度やり
直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、作業ディレクトリ内に dependency-jars ディレク
トリがあります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
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`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE_JAR_MISS
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
dependency-jars ディレクトリツリー内に JAR ファイルが見つかりませんでした。テストパッ
ケージを解凍してから dependency-jars ディレクトリを開き、少なくとも 1 つの JAR ファイルが
ディレクトリにあることを確認して、もう一度やり直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、dependency-jars ディレクトリ内に少なくとも 1
つの jar ファイルがあります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE_TESTS_JA
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージ内に *-tests.jar ファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、パッケージ内に少なくとも 1 つの *-tests.jar ファイルがあることを確認して、もう一度やり
直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
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$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Java JUnit パッケージが有効な場合は、少なくとも 1 つのパッケージがあります#ファイルい
いねacme-android-appium-1.0-Snapshot-Tests.jar私たちの例では。ファイルの名前は異な
る場合がありますが、–tests.jar で終わります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG_TEST_PACKAGE_CLASS_F
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト JAR ファイル内にクラスファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍して
から、テスト JAR ファイルをアンジャーし、JAR ファイル内に少なくとも 1 つのクラスファイ
ルがあることを確認して、もう一度やり直してください。
次の例では、パッケージの名前はzip-with-dependencies.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip zip-with-dependencies.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

次のような jar ファイルが少なくとも 1 つ見つかるはずですacme-android-appium-1.0Snapshot-Tests.jar私たちの例では。ファイルの名前は異なる場合がありますが、–tests.jar
で終わります。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing everything
built from the ./src/test directory)
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|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

3.

その jar ファイルからファイルを抽出するには、次のコマンドを実行します。
$ jar xf acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar

4.

ファイルの抽出が正常に完了したら、次のコマンドを実行します。
$ tree .

作業ディレクトリツリーで、少なくとも 1 つのクラスがあるはずです。
.
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT.jar (this is the JAR containing everything built
from the ./src/main directory)
|— acme-android-appium-1.0-SNAPSHOT-tests.jar (this is the JAR containing
everything built from the ./src/test directory)
|- one-class-file.class
|- folder
|
`— another-class-file.class
|— zip-with-dependencies.zip (this .zip file contains all of the items)
`— dependency-jars (this is the directory that contains all of your dependencies,
built as JAR files)
|— com.some-dependency.bar-4.1.jar
|— com.another-dependency.thing-1.0.jar
|— joda-time-2.7.jar
`— log4j-1.2.14.jar

詳細については、Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)を参照してください。

AWS Device Farm での Appium Python
次のトピックでは、Appium Python テストのアップロード中に発生するエラーメッセージを示し、各エ
ラーを解決するための回避策を推奨します。

APPIUM_PYTHON_TEST_PACKAGE_UNZIP_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Appium テスト ZIP ファイルを開くことができませんでした。ファイルが有効であることを確認
してから、もう一度お試しください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip
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2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

有効な Appium Python パッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`-- test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_PYTHON_TEST_PACKAGE_DEPENDENCY_WHEE
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
wheelhouse ディレクトリツリーに依存ホイールファイルが見つかりませんでした。テストパッ
ケージを解凍して wheelhouse ディレクトリを開き、少なくとも 1 つのホイールファイルがディ
レクトリにあることを確認して、もう一度やり直してください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Python パッケージが有効な場合、wheelhouse ディレクトリ内のハイライトされたファイル
のような、.whl 依存ファイルが少なくとも 1 つ見つかります。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`-- test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl
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詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_PYTHON_TEST_PACKAGE_INVALID_PLATFORM
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
サポートされていないプラットフォームを指定した wheel ファイルが少なくとも 1 つ見つかりま
した。テストパッケージを解凍して wheelhouse ディレクトリを開き、ホイールファイルの名前
が -any.whl または -linux_x86_64.whl で終わっていることを確認して、もう一度やり直してくだ
さい。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Python パッケージが有効な場合、wheelhouse ディレクトリ内のハイライトされたファイル
のような、.whl 依存ファイルが少なくとも 1 つ見つかります。ファイルの名前は異なる場合があり
ますが、-any.whl または -linux_x86_64.whl で終わる必要があり、これはプラットフォームを
指定します。windows のような他のプラットフォームはサポートされていません。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`-- test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_PYTHON_TEST_PACKAGE_TEST_DIR_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージ内にテストディレクトリが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、tests ディレクトリがパッケージ内にあることを確認して、もう一度試してください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
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1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Python パッケージが有効な場合、tests ディレクトリは作業ディレクトリ内にあります。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`-- test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_PYTHON_TEST_PACKAGE_INVALID_TEST_FILE_
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
tests ディレクトリツリーに有効なテストファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを
解凍して tests ディレクトリを開き、少なくとも 1 つのファイルの名前が「test」というキーワー
ドで開始または終了していることを確認して、もう一度やり直してください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Python パッケージが有効な場合、tests ディレクトリは作業ディレクトリ内にあります。
ファイルの名前は異なる場合がありますが、test_ で始まるか、_test.py で終わる必要がありま
す。
.
|-- requirements.txt
|-- test_bundle.zip
|-- tests (directory)
|
`-- test_unittest.py
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`-- wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_PYTHON_TEST_PACKAGE_REQUIREMENTS_TXT
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージ内に requirements.txt ファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを
解凍し、requirements.txt ファイルがパッケージ内にあることを確認して、もう一度試してくださ
い。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Python パッケージが有効な場合、requirements.txt ファイルは作業ディレクトリ内にあ
ります。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`-- test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_PYTHON_TEST_PACKAGE_INVALID_PYTEST_VE
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
サポートされる最低バージョン 2.8.0 より低い pytest のバージョンが見つかりまし
た。requirements.txt ファイル内の pytest のバージョンを変更して、もう一度試してください。
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エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

以下が必要です。requirements.txt作業ディレクトリ内のファイル。
.
|-|-|-|
`--

3.

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`--test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

pytest のバージョンを取得するには、次のコマンドを実行します。
$ grep "pytest" requirements.txt

次のような出力があります。
pytest==2.9.0

pytest バージョンを示しており、この例では 2.9.0 です。Appium Python パッケージが有効な場
合、pytest バージョンは 2.8.0 以上である必要があります。
詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_PYTHON_TEST_PACKAGE_INSTALL_DEPENDEN
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
依存ホイールのインストールに失敗しました。テストパッケージを解凍し、requirements.txt ファ
イルと wheelhouse ディレクトリを開き、requirements.txt ファイルで指定された依存ホイールが
wheelhouse ディレクトリ内の依存ホイールと正確に一致することを確認して、もう一度やり直し
てください。
パッケージングテストのために Python virtualenv を設定することを強くお勧めします。次に、Python
virtualenv を使って仮想環境を作成し、それを起動する流れの例を示します。
$ virtualenv workspace
$ cd workspace
$ source bin/activate
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エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

ホイールファイルのインストールをテストするには、次のコマンドを実行します。
$ pip install --use-wheel --no-index --find-links=./wheelhouse --requirement=./
requirements.txt

有効な Appium Python パッケージでは、次のような出力が生成されます。
Ignoring indexes: https://pypi.python.org/simple
Collecting Appium-Python-Client==0.20 (from -r ./requirements.txt (line 1))
Collecting py==1.4.31 (from -r ./requirements.txt (line 2))
Collecting pytest==2.9.0 (from -r ./requirements.txt (line 3))
Collecting selenium==2.52.0 (from -r ./requirements.txt (line 4))
Collecting wheel==0.26.0 (from -r ./requirements.txt (line 5))
Installing collected packages: selenium, Appium-Python-Client, py, pytest, wheel
Found existing installation: wheel 0.29.0
Uninstalling wheel-0.29.0:
Successfully uninstalled wheel-0.29.0
Successfully installed Appium-Python-Client-0.20 py-1.4.31 pytest-2.9.0 selenium-2.52.0
wheel-0.26.0

3.

仮想環境を無効にするには、次のコマンドを実行します。
$ deactivate

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_PYTHON_TEST_PACKAGE_PYTEST_COLLECT_F
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストディレクトリでテストを収集できませんでした。テストパッケージを解凍して、py.test
--collect-only <path to your tests directory> コマンドの実行が有効であることを
確認し、コマンドがエラーを出力しなくなってからもう一度試してください。
パッケージングテストのために Python virtualenv を設定することを強くお勧めします。次に、Python
virtualenv を使って仮想環境を作成し、それを起動する流れの例を示します。
$ virtualenv workspace
$ cd workspace
$ source bin/activate

エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip
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2.

ホイールファイルをインストールするには、次のコマンドを実行します。
$ pip install --use-wheel --no-index --find-links=./wheelhouse --requirement=./
requirements.txt

3.

テストを収集するには、次のコマンドを実行します。
$ py.test --collect-only tests

有効な Appium Python パッケージでは、次のような出力が生成されます。
==================== test session starts ====================
platform darwin -- Python 2.7.11, pytest-2.9.0, py-1.4.31, pluggy-0.3.1
rootdir: /Users/zhena/Desktop/Ios/tests, inifile:
collected 1 items
<Module 'test_unittest.py'>
<UnitTestCase 'DeviceFarmAppiumWebTests'>
<TestCaseFunction 'test_devicefarm'>
==================== no tests ran in 0.11 seconds ====================

4.

仮想環境を無効にするには、次のコマンドを実行します。
$ deactivate

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_PYTHON_TEST_PACKAGE_DEPENDENCY_WHEE
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
wheelhouse ディレクトリに十分な車輪依存が見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、wheelhouse ディレクトリを開いてください。requirements.txt ファイルに指定されているホ
イールの依存関係がすべて揃っていることを確認します。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

の長さを確認しますrequirements.txtファイルの数だけでなくwhlwheelhouse ディレクトリ内の
依存ファイル:
$ cat requirements.txt | egrep "." |wc -l
12
$ ls wheelhouse/ | egrep ".+\.whl" | wc -l
11

その数がwhl依存ファイルが、ユーザーのrequirements.txtファイルがある場合は、以下のことを
確認する必要があります。
• そこにはwhl内の各行に対応する依存ファイルrequirements.txtファイルを開きます。
API バージョン 2015-06-23
157

AWS Device Farm デベロッパーガイド
Appium Python Web

• に他の行はありませんrequirements.txt依存パッケージ名以外の情報を含むファイル。
• 依存関係名が複数行に重複していないrequirements.txtファイル内の 2 行が 1 行に対応するよ
うにしますwhl依存ファイル。
AWS Device Farm は、requirements.txt依存関係パッケージに直接対応しないファイル (グロー
バルオプションを指定する行など)pip installコマンド。「」を参照してください。要件ファイル
形式グローバルオプションのリストについては。
詳細については、Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)を参照してください。

AWS Device Farm での Appium Python ウェブアプ
リケーションテストの
次のトピックでは、Appium Python ウェブアプリケーションテストのアップロード中に発生するエラー
メッセージをリストし、各エラーを解決するための推奨される回避策を示します。

APPIUM_WEB_PYTHON_TEST_PACKAGE_UNZIP_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Appium テスト ZIP ファイルを開くことができませんでした。ファイルが有効であることを確認
してから、もう一度お試しください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

有効な Appium Python パッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`-- test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。
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APPIUM_WEB_PYTHON_TEST_PACKAGE_DEPENDENCY_
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
wheelhouse ディレクトリツリーに依存ホイールファイルが見つかりませんでした。テストパッ
ケージを解凍して wheelhouse ディレクトリを開き、少なくとも 1 つのホイールファイルがディ
レクトリにあることを確認して、もう一度やり直してください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Python パッケージが有効な場合、wheelhouse ディレクトリ内のハイライトされたファイル
のような、.whl 依存ファイルが少なくとも 1 つ見つかります。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`-- test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_PYTHON_TEST_PACKAGE_INVALID_PLATF
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
サポートされていないプラットフォームを指定した wheel ファイルが少なくとも 1 つ見つかりま
した。テストパッケージを解凍して wheelhouse ディレクトリを開き、ホイールファイルの名前
が -any.whl または -linux_x86_64.whl で終わっていることを確認して、もう一度やり直してくだ
さい。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

API バージョン 2015-06-23
159

AWS Device Farm デベロッパーガイド
APPIUM_WEB_PYTHON_TEST_PACKAGE_TEST_DIR_MISSING

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Python パッケージが有効な場合、wheelhouse ディレクトリ内のハイライトされたファイル
のような、.whl 依存ファイルが少なくとも 1 つ見つかります。ファイルの名前は異なる場合があり
ますが、-any.whl または -linux_x86_64.whl で終わる必要があり、これはプラットフォームを
指定します。windows のような他のプラットフォームはサポートされていません。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`-- test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_PYTHON_TEST_PACKAGE_TEST_DIR_MISS
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージ内にテストディレクトリが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、tests ディレクトリがパッケージ内にあることを確認して、もう一度試してください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Python パッケージが有効な場合、tests ディレクトリは作業ディレクトリ内にあります。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`-- test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
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`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_PYTHON_TEST_PACKAGE_INVALID_TEST_
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
tests ディレクトリツリーに有効なテストファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを
解凍して tests ディレクトリを開き、少なくとも 1 つのファイルの名前が「test」というキーワー
ドで開始または終了していることを確認して、もう一度やり直してください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Python パッケージが有効な場合、tests ディレクトリは作業ディレクトリ内にあります。
ファイルの名前は異なる場合がありますが、test_ で始まるか、_test.py で終わる必要がありま
す。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`-- test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_PYTHON_TEST_PACKAGE_REQUIREMENT
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージ内に requirements.txt ファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを
解凍し、requirements.txt ファイルがパッケージ内にあることを確認して、もう一度試してくださ
い。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
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1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Appium Python パッケージが有効な場合、requirements.txt ファイルは作業ディレクトリ内にあ
ります。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`-- test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_PYTHON_TEST_PACKAGE_INVALID_PYTES
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
サポートされる最低バージョン 2.8.0 より低い pytest のバージョンが見つかりまし
た。requirements.txt ファイル内の pytest のバージョンを変更して、もう一度試してください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

作業ディレクトリの中に requirement.txt ファイルがあるはずです。
.
|-|-|-|
`--

requirements.txt
test_bundle.zip
tests (directory)
`--test_unittest.py
wheelhouse (directory)
|-- Appium_Python_Client-0.20-cp27-none-any.whl
|-- py-1.4.31-py2.py3-none-any.whl
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|-- pytest-2.9.0-py2.py3-none-any.whl
|-- selenium-2.52.0-cp27-none-any.whl
`-- wheel-0.26.0-py2.py3-none-any.whl

3.

pytest のバージョンを取得するには、次のコマンドを実行します。
$ grep "pytest" requirements.txt

次のような出力があります。
pytest==2.9.0

pytest バージョンを示しており、この例では 2.9.0 です。Appium Python パッケージが有効な場
合、pytest バージョンは 2.8.0 以上である必要があります。
詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_PYTHON_TEST_PACKAGE_INSTALL_DEPE
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
依存ホイールのインストールに失敗しました。テストパッケージを解凍し、requirements.txt ファ
イルと wheelhouse ディレクトリを開き、requirements.txt ファイルで指定された依存ホイールが
wheelhouse ディレクトリ内の依存ホイールと正確に一致することを確認して、もう一度やり直し
てください。
パッケージングテストのために Python virtualenv を設定することを強くお勧めします。次に、Python
virtualenv を使って仮想環境を作成し、それを起動する流れの例を示します。
$ virtualenv workspace
$ cd workspace
$ source bin/activate

エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

ホイールファイルのインストールをテストするには、次のコマンドを実行します。
$ pip install --use-wheel --no-index --find-links=./wheelhouse --requirement=./
requirements.txt

有効な Appium Python パッケージでは、次のような出力が生成されます。
Ignoring indexes: https://pypi.python.org/simple
Collecting Appium-Python-Client==0.20 (from -r ./requirements.txt (line 1))
Collecting py==1.4.31 (from -r ./requirements.txt (line 2))
Collecting pytest==2.9.0 (from -r ./requirements.txt (line 3))
Collecting selenium==2.52.0 (from -r ./requirements.txt (line 4))
Collecting wheel==0.26.0 (from -r ./requirements.txt (line 5))
Installing collected packages: selenium, Appium-Python-Client, py, pytest, wheel
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Found existing installation: wheel 0.29.0
Uninstalling wheel-0.29.0:
Successfully uninstalled wheel-0.29.0
Successfully installed Appium-Python-Client-0.20 py-1.4.31 pytest-2.9.0 selenium-2.52.0
wheel-0.26.0

3.

仮想環境を無効にするには、次のコマンドを実行します。
$ deactivate

詳細については、「Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)」を参照してください。

APPIUM_WEB_PYTHON_TEST_PACKAGE_PYTEST_COLLE
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストディレクトリでテストを収集できませんでした。テストパッケージを解凍し、"py.test -collect-only <path to your tests directory>" コマンドを実行してテストパッケージが有効であるこ
とを確認します。コマンドでエラーが出力されなくなったら再度実行してください。
パッケージングテストのために Python virtualenv を設定することを強くお勧めします。次に、Python
virtualenv を使って仮想環境を作成し、それを起動する流れの例を示します。
$ virtualenv workspace
$ cd workspace
$ source bin/activate

エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
test_bundle.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip test_bundle.zip

2.

ホイールファイルをインストールするには、次のコマンドを実行します。
$ pip install --use-wheel --no-index --find-links=./wheelhouse --requirement=./
requirements.txt

3.

テストを収集するには、次のコマンドを実行します。
$ py.test --collect-only tests

有効な Appium Python パッケージでは、次のような出力が生成されます。
==================== test session starts ====================
platform darwin -- Python 2.7.11, pytest-2.9.0, py-1.4.31, pluggy-0.3.1
rootdir: /Users/zhena/Desktop/Ios/tests, inifile:
collected 1 items
<Module 'test_unittest.py'>
<UnitTestCase 'DeviceFarmAppiumWebTests'>
<TestCaseFunction 'test_devicefarm'>
==================== no tests ran in 0.11 seconds ====================
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4.

仮想環境を無効にするには、次のコマンドを実行します。
$ deactivate

詳細については、Appium と AWS Device Farm での作業 (p. 55)を参照してください。

AWS Device Farm での Calabash テストのトラブ
ル
次のトピックでは、Calabash テストのアップロード中に発生するエラーメッセージを示し、各エラーを解
決するための回避策を推奨します。

CALABASH_TEST_PACKAGE_UNZIP_FAILED_UNZIP_FAILE
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト ZIP ファイルを開けませんでした。ファイルが有効であることを確認してから、もう一度
お試しください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前は
features.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip features.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

有効な Calabash パッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
`-- features (directory)
|-- my-feature-1-file-name.feature
|-- my-feature-2-file-name.feature
|-- my-feature-N-file-name.feature
|-- step_definitions (directory)
|
`-- (.rb files)
|-- support (directory)
|
`-- (.rb files)
`-- (any other supporting files)

詳細については、「Android tests with Calabash (p. 66)」または「iOS test with Calabash (p. 66)」を
参照してください。

CALABASH_TEST_PACKAGE_FEATURES_DIR_MISSING_F
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。
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Warning
features ディレクトリがテストパッケージツリー内に見つかりませんでした。テストパッケージ
を解凍し、features ディレクトリがパッケージ内にあることを確認して、もう一度試してくださ
い。
次の例では、パッケージの名前は features.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip features.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Calabash パッケージが有効な場合、features ディレクトリは作業ディレクトリ内にあります。
.
`-- features (directory)
|-- my-feature-1-file-name.feature
|-- my-feature-2-file-name.feature
|-- my-feature-N-file-name.feature
|-- step_definitions (directory)
|
`-- (.rb files)
|-- support (directory)
|
`-- (.rb files)
`-- (any other supporting files)

詳細については、「Android tests with Calabash (p. 66)」または「iOS test with Calabash (p. 66)」を
参照してください。

CALABASH_TEST_PACKAGE_FEATURE_FILE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
features ディレクトリツリーに .feature ファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを
解凍してから features ディレクトリを開き、少なくとも 1 つの .feature ファイルがディレクトリ
にあることを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前は features.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip features.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Calabash パッケージが有効な場合は、features ディレクトリ内に少なくとも 1 つの .feature
ファイルがあります。
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.
`-- features (directory)
|-- my-feature-1-file-name.feature
|-- my-feature-2-file-name.feature
|-- my-feature-N-file-name.feature
|-- step_definitions (directory)
|
`-- (.rb files)
|-- support (directory)
|
`-- (.rb files)
`-- (any other supporting files)

詳細については、「Android tests with Calabash (p. 66)」または「iOS test with Calabash (p. 66)」を
参照してください。

CALABASH_TEST_PACKAGE_STEP_DEFINITIONS_DIR_MI
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
step_definitions ディレクトリがテストパッケージ内に見つかりませんでした。テストパッケージ
を解凍してから features ディレクトリを開き、step_definitions ディレクトリがパッケージ内にあ
ることを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前は features.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip features.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Calabash パッケージが有効な場合、step_definitions ディレクトリは features ディレクトリ
内にあります。
.
`-- features (directory)
|-- my-feature-1-file-name.feature
|-- my-feature-2-file-name.feature
|-- my-feature-N-file-name.feature
|-- step_definitions (directory)
|
`-- (.rb files)
|-- support (directory)
|
`-- (.rb files)
`-- (any other supporting files)

詳細については、「Android tests with Calabash (p. 66)」または「iOS test with Calabash (p. 66)」を
参照してください。

CALABASH_TEST_PACKAGE_SUPPORT_DIR_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。
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Warning
support ディレクトリがテストパッケージ内に見つかりませんでした。テストパッケージを解凍し
てから features ディレクトリを開き、support ディレクトリがパッケージ内にあることを確認し
て、もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前は features.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip features.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Calabash パッケージが有効な場合、support ディレクトリは features ディレクトリ内にありま
す。
.
`-- features (directory)
|-- my-feature-1-file-name.feature
|-- my-feature-2-file-name.feature
|-- my-feature-N-file-name.feature
|-- step_definitions (directory)
|
`-- (.rb files)
|-- support (directory)
|
`-- (.rb files)
`-- (any other supporting files)

詳細については、「Android tests with Calabash (p. 66)」または「iOS test with Calabash (p. 66)」を
参照してください。

CALABASH_TEST_PACKAGE_RUBY_FILE_MISSING_IN_ST
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
step_definitions ディレクトリツリー内に ruby ファイルが見つかりませんでした。テストパッケー
ジを解凍してから step_definitions ディレクトリを開き、少なくとも 1 つの ruby ファイルがディ
レクトリにあることを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前は features.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip features.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Calabash パッケージが有効な場合は、step_definitions ディレクトリ内に少なくとも 1 つの
ruby ファイルがあります。
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.
`-- features (directory)
|-- my-feature-1-file-name.feature
|-- my-feature-2-file-name.feature
|-- my-feature-N-file-name.feature
|-- step_definitions (directory)
|
|-- one-ruby.rb
|
|-- folder
|
|
`-- another-ruby.rb
|
`-- (any other supporting files)
|-- support (directory)
|
`-- (.rb files)
`-- (any other supporting files)

詳細については、「Android tests with Calabash (p. 66)」または「iOS test with Calabash (p. 66)」を
参照してください。

CALABASH_TEST_PACKAGE_RUBY_FILE_MISSING_IN_SU
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
support ディレクトリツリー内に ruby ファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解
凍してから support ディレクトリを開き、少なくとも 1 つの ruby ファイルがディレクトリにある
ことを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前は features.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip features.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

Calabash パッケージが有効な場合は、support ディレクトリ内に少なくとも 1 つの ruby ファイル
があります。
.
`-- features (directory)
|-- my-feature-1-file-name.feature
|-- my-feature-2-file-name.feature
|-- my-feature-N-file-name.feature
|-- step_definitions (directory)
|
`-- (.rb files)
|-- support (directory)
|
|-- one-ruby.rb
|
|-- folder
|
|
`-- another-ruby.rb
|
`-- (any other supporting files)
`-- (any other supporting files)

詳細については、「Android tests with Calabash (p. 66)」または「iOS test with Calabash (p. 66)」を
参照してください。
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CALABASH_TEST_PACKAGE_EMBEDDED_SERVER_MISS
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージ内に埋め込みサーバーが見つかりませんでした。コマンド "calabash-ios check
<path to your test package>" を実行してサーバーがパッケージ内にあることを確認します。その
後、calabash フレームワークを見つけてからもう一度試してください。
Calabash テストには、iOS アプリケーション内の埋め込みウェブサーバーが含まれています。
埋め込みウェブサーバーが iOS アプリケーション内にあることを確認してください。次の例では、iOS ア
プリケーションの名前はAWSDeviceFarmiOSReferenceAppipa。
•

iOS アプリケーションを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ calabash-ios check AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa

有効な iOS アプリケーションでは、次のような出力が生成されます。
Ipa: AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa *contains* calabash.framework
0.19.0

詳細については、「Android tests with Calabash (p. 66)」または「iOS test with Calabash (p. 66)」を
参照してください。

CALABASH_TEST_PACKAGE_DRY_RUN_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
.feature ファイルの迅速なスキャンに失敗しました。テストパッケージを解凍し、コマンド
"calabash --dry-run <path to your features directory>" を実行してファイルが有効なことを確認し
ます。コマンドでエラーが出力されなくなったらもう一度試してください。
アップロード検証プロセス中に、Device Farm は機能を実際に実行せずに迅速にスキャンします。
機能が有効であることを確認します。次の例では、パッケージの名前は features.zip です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip features.zip

正常にパッケージを解凍したら、作業ディレクトリ内に features ディレクトリがあります。
2.

機能をスキャンするには、次のコマンドを実行します。
$ cucumber-ios --dry-run --format json features

有効な Calabash パッケージでは、次のような出力が生成されます。
[
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{

"uri": "features/homepage.feature",
"id": "home-page",
"keyword": "Feature",
"name": "Home Page",
"description": " As a Device Farm user\n I would like to be able to see examples
of testing a static homepage\n So I can apply it to my future tests.",
"line": 1,
"elements": [
{
"id": "home-page;a-valid-homepage",
"keyword": "Scenario",
"name": "A Valid Homepage",
"description": "",
"line": 6,
"type": "scenario",
"steps": [
{
"keyword": "Given ",
"name": "that I navigate to the \"Home\" menu category",
"line": 7,
"match": {
"location": "/Library/Ruby/Gems/2.0.0/gems/cucumber-2.4.0/lib/cucumber/
step_match.rb:98"
},
"result": {
"status": "skipped",
"duration": 16000
}
}
]
}
]
}
]

詳細については、「Android tests with Calabash (p. 66)」または「iOS test with Calabash (p. 66)」を
参照してください。

AWS Device Farm でのインストルメンテーション
テストの
次のトピックでは、インストルメンテーションテストのアップロード中に発生するエラーメッセージを示
し、各エラーを解決するための推奨する回避策を示します。

INSTRUMENTATION_TEST_PACKAGE_UNZIP_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト APK ファイルを開けませんでした。ファイルが有効であることを確認してから、もう一度
お試しください。
エラーなしでテストパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名前はappdebug-androidTest-unaligned.apk。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
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$ unzip app-debug-androidTest-unaligned.apk

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

有効なインストルメンテーションテストパッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
|-|-|-|-|-`--

AndroidManifest.xml
classes.dex
resources.arsc
LICENSE-junit.txt
junit (directory)
META-INF (directory)

詳細については、「Android および AWS Device Farm の計器の操作 (p. 68)」を参照してください。

INSTRUMENTATION_TEST_PACKAGE_AAPT_DEBUG_BAD
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージに関する情報を抽出できませんでした。"aapt debug badging <path to your test
package>" コマンドを実行してテストパッケージが有効であることを確認します。コマンドでエ
ラーが出力されなくなったら一度試してください。
アップロードの検証プロセス中に、Device Farm は aapt debug badging <path to your
package> コマンドの出力から情報を解析します。
インストルメンテーションテストパッケージでこのコマンドを正常に実行できることを確認してくださ
い。
次の例では、パッケージの名前はapp-debug-androidTest-unaligned.apk。
•

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ aapt debug badging app-debug-androidTest-unaligned.apk

有効なインストルメンテーションテストパッケージでは、次のような出力が生成されます。
package: name='com.amazon.aws.adf.android.referenceapp.test' versionCode=''
versionName='' platformBuildVersionName='5.1.1-1819727'
sdkVersion:'9'
targetSdkVersion:'22'
application-label:'Test-api'
application: label='Test-api' icon=''
application-debuggable
uses-library:'android.test.runner'
feature-group: label=''
uses-feature: name='android.hardware.touchscreen'
uses-implied-feature: name='android.hardware.touchscreen' reason='default feature for
all apps'
supports-screens: 'small' 'normal' 'large' 'xlarge'
supports-any-density: 'true'

API バージョン 2015-06-23
172

AWS Device Farm デベロッパーガイド
INSTRUMENTATION_TEST_PACKAGE_INSTRUMENTATION_RUNNER_VALUE_MISSING
locales: '--_--'
densities: '160'

詳細については、「Android および AWS Device Farm の計器の操作 (p. 68)」を参照してください。

INSTRUMENTATION_TEST_PACKAGE_INSTRUMENTATIO
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
インストルメンテーションランナーの値は AndroidManifest.xml。「aapt dump xmltree」コマ
ンドを実行してテストパッケージが有効であることを確認します。<path to your test package>
AndroidManifest.xml "を選択し、キーワード「instrumentation」の後ろにインストルメンテーショ
ンランナーの値を見つけた後にもう一度試して下さい。
アップロードの検証プロセス中に、Device Farm はパッケージに含まれる XML ファイルの XML 解析ツ
リーからインストルメンテーションランナーの値を解析します。以下の aapt dump xmltree <path
to your package> AndroidManifest.xml コマンドを使用できます。
インストルメンテーションテストパッケージでこのコマンドを実行でき、インストルメンテーションの値
を正常に見つけられることを確認してください。
次の例では、パッケージの名前はapp-debug-androidTest-unaligned.apk。
•

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ aapt dump xmltree app-debug-androidTest-unaligned.apk AndroidManifest.xml | grep -A5
"instrumentation"

有効なインストルメンテーションテストパッケージでは、次のような出力が生成されます。
E: instrumentation (line=9)
A: android:label(0x01010001)="Tests for
com.amazon.aws.adf.android.referenceapp" (Raw: "Tests for
com.amazon.aws.adf.android.referenceapp")
A:
android:name(0x01010003)="android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" (Raw:
"android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner")
A:
android:targetPackage(0x01010021)="com.amazon.aws.adf.android.referenceapp" (Raw:
"com.amazon.aws.adf.android.referenceapp")
A: android:handleProfiling(0x01010022)=(type 0x12)0x0
A: android:functionalTest(0x01010023)=(type 0x12)0x0

詳細については、「Android および AWS Device Farm の計器の操作 (p. 68)」を参照してください。

INSTRUMENTATION_TEST_PACKAGE_AAPT_DUMP_XMLT
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
有効なものが見つかりませんでした AndroidManifest.xml がお客様のテストパッケージに。「aapt
dump xmltree」コマンドを実行してテストパッケージが有効であることを確認します。<path to
your test package> AndroidManifest.xml "コマンドでエラーが出力されくなったら一度試してくだ
さい。
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アップロードの検証プロセス中に、Device Farm は aapt dump xmltree <path to your package>
AndroidManifest.xml コマンドを使用してパッケージに含まれる XML ファイルの XML 解析ツリーか
ら情報を解析します。
インストルメンテーションテストパッケージでこのコマンドを正常に実行できることを確認してくださ
い。
次の例では、パッケージの名前はapp-debug-androidTest-unaligned.apk。
•

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ aapt dump xmltree app-debug-androidTest-unaligned.apk AndroidManifest.xml

有効なインストルメンテーションテストパッケージでは、次のような出力が生成されます。
N: android=http://schemas.android.com/apk/res/android
E: manifest (line=2)
A: package="com.amazon.aws.adf.android.referenceapp.test" (Raw:
"com.amazon.aws.adf.android.referenceapp.test")
A: platformBuildVersionCode=(type 0x10)0x16 (Raw: "22")
A: platformBuildVersionName="5.1.1-1819727" (Raw: "5.1.1-1819727")
E: uses-sdk (line=5)
A: android:minSdkVersion(0x0101020c)=(type 0x10)0x9
A: android:targetSdkVersion(0x01010270)=(type 0x10)0x16
E: instrumentation (line=9)
A: android:label(0x01010001)="Tests for
com.amazon.aws.adf.android.referenceapp" (Raw: "Tests for
com.amazon.aws.adf.android.referenceapp")
A:
android:name(0x01010003)="android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" (Raw:
"android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner")
A:
android:targetPackage(0x01010021)="com.amazon.aws.adf.android.referenceapp" (Raw:
"com.amazon.aws.adf.android.referenceapp")
A: android:handleProfiling(0x01010022)=(type 0x12)0x0
A: android:functionalTest(0x01010023)=(type 0x12)0x0
E: application (line=16)
A: android:label(0x01010001)=@0x7f020000
A: android:debuggable(0x0101000f)=(type 0x12)0xffffffff
E: uses-library (line=17)
A: android:name(0x01010003)="android.test.runner" (Raw: "android.test.runner")

詳細については、「Android および AWS Device Farm の計器の操作 (p. 68)」を参照してください。

INSTRUMENTATION_TEST_PACKAGE_TEST_PACKAGE_N
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージ内にパッケージ名が見つかりませんでした。"aapt debug badging <path to your
test package>" コマンドを実行してテストパッケージが有効であることを確認し、キーワード
"package: name" の後ろにパッケージ名の値を見つけた後にもう一度試して下さい。
アップロードの検証プロセス中に、Device Farm は aapt debug badging <path to your
package> コマンドの出力からパッケージ名の値を解析します。
インストルメンテーションテストパッケージでこのコマンドを実行でき、パッケージ名の値を正常に見つ
けられることを確認してください。
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次の例では、パッケージの名前はapp-debug-androidTest-unaligned.apk。
•

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ aapt debug badging app-debug-androidTest-unaligned.apk | grep "package: name="

有効なインストルメンテーションテストパッケージでは、次のような出力が生成されます。
package: name='com.amazon.aws.adf.android.referenceapp.test' versionCode=''
versionName='' platformBuildVersionName='5.1.1-1819727'

詳細については、Android および AWS Device Farm の計器の操作 (p. 68)を参照してください。

AWS Device Farm の iOS アプリケーションテスト
のトラブル
次のトピックでは、iOS アプリケーションテストのアップロード中に発生するエラーメッセージを示し、
各エラーを解決するための回避策を推奨します。

Note
以下の手順は Linux x86_64 および Mac を対象にしています。

IOS_APP_UNZIP_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
アプリケーションを開けませんでした。ファイルが有効であることを確認してから、もう一度お
試しください。
エラーなしでアプリケーションパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名
前はAWSDeviceFarmiOSReferenceAppipa。
1.

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ unzip AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

有効な iOS アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
`-- Payload (directory)
`-- AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

詳細については、「AWS Device Farm での iOS テスト作業 (p. 71)」を参照してください。
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IOS_APP_PAYLOAD_DIR_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
アプリケーション内に Payload ディレクトリが見つかりませんでした。アプリケーションを解凍
し、Payload ディレクトリがパッケージ内にあることを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前はAWSDeviceFarmiOSReferenceAppipa。
1.

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ unzip AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

iOS アプリケーションパッケージが有効な場合、Payload ディレクトリは作業ディレクトリ内にあり
ます。
.
`-- Payload (directory)
`-- AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

詳細については、「AWS Device Farm での iOS テスト作業 (p. 71)」を参照してください。

IOS_APP_APP_DIR_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Payload ディレクトリ内に .app ディレクトリが見つかりませんでした。アプリケーションを解凍
し、次に Payload ディレクトリを開き .app ディレクトリがディレクトリ内にあることを確認し
て、もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前はAWSDeviceFarmiOSReferenceAppipa。
1.

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ unzip AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

iOS アプリケーションパッケージが有効な場合.appLIAWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app私た
ちの例ではPayloadディレクトリ
.
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`-- Payload (directory)
`-- AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

詳細については、「AWS Device Farm での iOS テスト作業 (p. 71)」を参照してください。

IOS_APP_PLIST_FILE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
.app ディレクトリ内に Info.plist ファイルが見つかりませんでした。アプリケーションを解凍し、
次に .app ディレクトリを開き Info.plist ファイルがディレクトリ内にあることを確認して、もう
一度試してください。
次の例では、パッケージの名前はAWSDeviceFarmiOSReferenceAppipa。
1.

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ unzip AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

iOS アプリケーションパッケージが有効な場合info.plistファイル内
に.appLIAWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app私たちの例では。
.
`-- Payload (directory)
`-- AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

詳細については、「AWS Device Farm での iOS テスト作業 (p. 71)」を参照してください。

IOS_APP_CPU_ARCHITECTURE_VALUE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Info.plist ファイルに CPU アーキテクチャの値が見つかりませんでした。アプリケーションを解凍
し、次に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キーRequiredDeviceCapabilities「が
再作成して、再度お使いください。
次の例では、パッケージの名前はAWSDeviceFarmiOSReferenceAppipa。
1.

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ unzip AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
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$ tree .

ユーザーにはが必要ですinfo.plistファイル内
に.appLIAWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app私たちの例では以下のようになります。
.
`-- Payload (directory)
`-- AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

3.

CPU アーキテクチャの値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことがで
きます。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/AWSDeviceFarmiOSReferenceApp-cal.app/
Info.plist')
print info_plist['UIRequiredDeviceCapabilities']

有効な iOS アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
['armv7']

詳細については、「AWS Device Farm での iOS テスト作業 (p. 71)」を参照してください。

IOS_APP_PLATFORM_VALUE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Info.plist ファイルにプラットフォームの値が見つかりませんでした。アプリケーションを解凍
し、次に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キーBundleSupportedPlatforms「が
再作成して、再度お使いください。
次の例では、パッケージの名前はAWSDeviceFarmiOSReferenceAppipa。
1.

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ unzip AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

ユーザーにはが必要ですinfo.plistファイル内
に.appLIAWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app私たちの例では以下のようになります。
API バージョン 2015-06-23
178

AWS Device Farm デベロッパーガイド
IOS_APP_WRONG_PLATFORM_DEVICE_VALUE

.
`-- Payload (directory)
`-- AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

3.

プラットフォームの値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができ
ます。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/AWSDeviceFarmiOSReferenceApp-cal.app/
Info.plist')
print info_plist['CFBundleSupportedPlatforms']

有効な iOS アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
['iPhoneOS']

詳細については、「AWS Device Farm での iOS テスト作業 (p. 71)」を参照してください。

IOS_APP_WRONG_PLATFORM_DEVICE_VALUE
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Info.plist ファイルでプラットフォームデバイスの値が間違っていることが分かりました。
アプリケーションを解凍し、次に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キー
「CFBundleSupportedPlatforms「には「シミュレータ」というキーワードが含まれていません。
もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前はAWSDeviceFarmiOSReferenceAppipa。
1.

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ unzip AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

ユーザーにはが必要ですinfo.plistファイル内
に.appLIAWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app私たちの例では以下のようになります。
.
`-- Payload (directory)
`-- AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app (directory)
|-- Info.plist
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3.

プラットフォームの値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができ
ます。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/AWSDeviceFarmiOSReferenceApp-cal.app/
Info.plist')
print info_plist['CFBundleSupportedPlatforms']

有効な iOS アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
['iPhoneOS']

iOS アプリケーションが有効な場合、値にキーワード simulator を含めることはできません。
詳細については、「AWS Device Farm での iOS テスト作業 (p. 71)」を参照してください。

IOS_APP_FORM_FACTOR_VALUE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Info.plist ファイルにフォームファクタの値が見つかりませんでした。アプリケーションを解凍
し、次に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キーDeviceFamily「が再作成して、
再度お使いください。
次の例では、パッケージの名前はAWSDeviceFarmiOSReferenceAppipa。
1.

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ unzip AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

ユーザーにはが必要ですinfo.plistファイル内
に.appLIAWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app私たちの例では以下のようになります。
.
`-- Payload (directory)
`-- AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

3.

フォームファクタの値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができ
ます。
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Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/AWSDeviceFarmiOSReferenceApp-cal.app/
Info.plist')
print info_plist['UIDeviceFamily']

有効な iOS アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
[1, 2]

詳細については、「AWS Device Farm での iOS テスト作業 (p. 71)」を参照してください。

IOS_APP_PACKAGE_NAME_VALUE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Info.plist ファイルにパッケージ名の値が見つかりませんでした。アプリケーションを解凍し、次
に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キーBundleIdentifier「が再作成して、再度
お使いください。
次の例では、パッケージの名前はAWSDeviceFarmiOSReferenceAppipa。
1.

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ unzip AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

ユーザーにはが必要ですinfo.plistファイル内
に.appLIAWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app私たちの例では以下のようになります。
.
`-- Payload (directory)
`-- AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

3.

パッケージ名の値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができま
す。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
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import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/AWSDeviceFarmiOSReferenceApp-cal.app/
Info.plist')
print info_plist['CFBundleIdentifier']

有効な iOS アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
Amazon.AWSDeviceFarmiOSReferenceApp

詳細については、「AWS Device Farm での iOS テスト作業 (p. 71)」を参照してください。

IOS_APP_EXECUTABLE_VALUE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Info.plist ファイルに実行可能な値が見つかりませんでした。アプリケーションを解凍し、次
に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キーBundleExecutable「が再作成して、再
度お使いください。
次の例では、パッケージの名前はAWSDeviceFarmiOSReferenceAppipa。
1.

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ unzip AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

ユーザーにはが必要ですinfo.plistファイル内
に.appLIAWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app私たちの例では以下のようになります。
.
`-- Payload (directory)
`-- AWSDeviceFarmiOSReferenceApp.app (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

3.

実行可能な値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができます。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/AWSDeviceFarmiOSReferenceApp-cal.app/
Info.plist')
print info_plist['CFBundleExecutable']

有効な iOS アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
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AWSDeviceFarmiOSReferenceApp

詳細については、AWS Device Farm での iOS テスト作業 (p. 71)を参照してください。

AWS Device Farm での UI Automator
次のトピックでは、UI Automator テストのアップロード中に発生するエラーメッセージを示し、各エラー
を解決するための回避策を推奨します。

UIAUTOMATOR_TEST_PACKAGE_UNZIP_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト JAR ファイルを開けませんでした。ファイルが有効であることを確認してから、もう一度
お試しください。

Note
以下の手順は Linux x86_64 および Mac を対象にしています。
エラーなしでアプリケーションパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名
前は com.uiautomator.example.jar です。
1.

アプリケーションパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次に以下のコマンドを実行します。
$ unzip com.uiautomator.example.jar

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

有効な UI Automator パッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
|-- classes.dex
|-- META-INF (directory)
|
`-- MANIFEST.MF
`-- (any other files)

詳細については、UI Automator (p. 70)を参照してください。

AWS DDevice Farm Fest テストのトラブルシュー
ティング
次のトピックでは、XCTest テストのアップロード中に発生するエラーメッセージを示し、各エラーを解決
するための回避策を推奨します。
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Note
以下の指示は MacOS を使用していることを前提としています。

XCTEST_TEST_PACKAGE_UNZIP_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト ZIP ファイルを開けませんでした。ファイルが有効であることを確認してから、もう一度
お試しください。
エラーなしでアプリケーションパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージの名
前は、です。swiftExampleTests.xctest-1.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swiftExampleTests.xctest-1.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

有効な XCTest パッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
`-- swiftExampleTests.xctest (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

詳細については、「XCTest for iOS および AWS Device Farm の操作 (p. 73)」を参照してください。

XCTEST_TEST_PACKAGE_XCTEST_DIR_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テストパッケージ内に .xctest ディレクトリが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、.xctest ディレクトリがパッケージ内にあることを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前は、です。swiftExampleTests.xctest-1.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swiftExampleTests.xctest-1.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

XCTest パッケージが有効である場合、次のような名前のディレクトリがありま
す。swiftExampleTestsxcest T T T作業ディレクトリ内にあります。ディレクトリ名の末尾は
.xctest です。
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.
`-- swiftExampleTests.xctest (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

詳細については、「XCTest for iOS および AWS Device Farm の操作 (p. 73)」を参照してください。

XCTEST_TEST_PACKAGE_PLIST_FILE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
.xctest ディレクトリ内に Info.plist ファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、次に .xctest ディレクトリを開き Info.plist ファイルがディレクトリ内にあることを確認し
て、もう一度試してください。
次の例では、パッケージの名前は、です。swiftExampleTests.xctest-1.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swiftExampleTests.xctest-1.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

XCTest パッケージが有効な場合、Info.plist ファイルは .xctest ディレクトリ内にあります。
以下の例では、ディレクトリ名は、です。swiftExampleTestsxcest T T T。
.
`-- swiftExampleTests.xctest (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

詳細については、「XCTest for iOS および AWS Device Farm の操作 (p. 73)」を参照してください。

XCTEST_TEST_PACKAGE_PACKAGE_NAME_VALUE_MISS
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Info.plist ファイルにパッケージ名の値が見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、次に Info.plist ファイルを開き、「CT」というキーが「CF」であることを確認してくださ
い。BundleIdentifier「が指定され、再度お試しください。
次の例では、パッケージの名前は、です。swiftExampleTests.xctest-1.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swiftExampleTests.xctest-1.zip
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2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

ぜひをお使いください。info.plistファイルがxcest T T Tディレクトリ
LIKEswiftExampleTestsxcest T T T私たちの例では:
.
`-- swiftExampleTests.xctest (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

3.

パッケージ名の値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができま
す。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('swiftExampleTests.xctest/Info.plist')
print info_plist['CFBundleIdentifier']

有効な XCtest アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
com.amazon.kanapka.swiftExampleTests

詳細については、「XCTest for iOS および AWS Device Farm の操作 (p. 73)」を参照してください。

XCTEST_TEST_PACKAGE_EXECUTABLE_VALUE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Info.plist ファイルに実行可能な値が見つかりませんでした。テストパッケージを解凍し、
次に Info.plist ファイルを開き、「CT」というキーが「CF」であることを確認してくださ
い。BundleExecutable「が指定され、再度お試しください。
次の例では、パッケージの名前は、です。swiftExampleTests.xctest-1.zip。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swiftExampleTests.xctest-1.zip

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

ぜひをお使いください。info.plistファイルがxcest T T Tディレクトリ
LIKEswiftExampleTestsxcest T T T私たちの例では:
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.
`-- swiftExampleTests.xctest (directory)
|-- Info.plist
`-- (any other files)

3.

パッケージ名の値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができま
す。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('swiftExampleTests.xctest/Info.plist')
print info_plist['CFBundleExecutable']

有効な XCtest アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
swiftExampleTests

詳細については、XCTest for iOS および AWS Device Farm の操作 (p. 73)を参照してください。

AWS Device Farm での XCTest UI テストのトラブ
ルシューティング
次のトピックでは、XCTest UI テストのアップロード中に発生するエラーメッセージを示し、各エラーを
解決するために推奨される回避策を示します。

Note
以下の手順は Linux x86_64 および Mac を対象にしています。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_UNZIP_FAILED
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
テスト IPA ファイルを開けませんでした。ファイルが有効であることを確認してから、もう一度
お試しください。
エラーなしでアプリケーションパッケージを解凍できることを確認します。次の例では、パッケージ名は
swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
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$ tree .

有効な iOS アプリケーションパッケージでは、次のような出力が生成されます。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_PAYLOAD_DIR_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Payload のディレクトリがテストパッケージ内に見つかりませんでした。テストパッケージを解
凍し、Payload ディレクトリがパッケージ内にあることを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

XCTest UI パッケージが有効な場合、Payload ディレクトリは作業ディレクトリ内にあります。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_APP_DIR_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。
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Warning
Payload ディレクトリ内に .app ディレクトリが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、次に Payload ディレクトリを開き .app ディレクトリがディレクトリ内にあることを確認し
て、もう一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

XCTest UI パッケージが有効な場合、Payload ディレクトリ内にこの例の swiftsampleUITests-Runner.app のような .app ディレクトリがあります。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_PLUGINS_DIR_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
.app ディレクトリ内に Plugins ディレクトリが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、次に .app ディレクトリを開き Plugins ディレクトリがディレクトリ内にあることを確認し
て、もう一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

XCTest UI パッケージが有効な場合、Plugins ディレクトリは .app ディレクトリ内にあります。こ
の例では、ディレクトリ名は swift-sampleUITests-Runner.app です。
.
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`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_XCTEST_DIR_MISSING_IN_P
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Plugins ディレクトリ内に .xctest ディレクトリが見つかりませんでした。テストパッケージを解
凍し、次に Plugins ディレクトリを開き .xctest ディレクトリがディレクトリ内にあることを確認
して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

XCTest UI パッケージが有効な場合、.xctest ディレクトリは Plugins ディレクトリ内にありま
す。この例では、ディレクトリ名は swift-sampleUITests.xctest です。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_PLIST_FILE_MISSING
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
.app ディレクトリ内に Info.plist ファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍し、
次に .app ディレクトリを開き Info.plist ファイルがディレクトリ内にあることを確認して、もう
一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
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1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

XCTest UI パッケージが有効な場合、Info.plist ファイルは .app ディレクトリ内にあります。次
の例では、ディレクトリ名は swift-sampleUITests-Runner.app です。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_PLIST_FILE_MISSING_IN_XC
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
.xctest ディレクトリ内に Info.plist ファイルが見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、次に .xctest ディレクトリを開き Info.plist ファイルがディレクトリ内にあることを確認し
て、もう一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

XCTest UI アプリケーションパッケージが有効な場合、Info.plist ファイルは .xctest ディレク
トリ内にあります。以下の例では、ディレクトリ名は swift-sampleUITests.xctest です。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
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`-- (any other files)

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_CPU_ARCHITECTURE_VALU
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Info.plist ファイルに CPU アーキテクチャの値が見つかりませんでした。テストパッケージを解凍
し、次に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キー "UIRequiredDeviceCapabilities"
が指定されていることを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

この例の swift-sampleUITests-Runner.app のような .app ディレクトリ内に Info.plist
ファイルがあるはずです。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

3.

CPU アーキテクチャの値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことがで
きます。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/swift-sampleUITests-Runner.app/Info.plist')
print info_plist['UIRequiredDeviceCapabilities']

有効な XCtest UI パッケージでは、次のような出力が生成されます。
['armv7']

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。
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XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_PLATFORM_VALUE_MISSIN
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
Info.plist にプラットフォームの値が見つかりませんでした。テストパッケージを解凍し、次
に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キー "CFBundleSupportedPlatforms" が指定
されていることを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

この例の swift-sampleUITests-Runner.app のような .app ディレクトリ内に Info.plist
ファイルがあるはずです。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

3.

プラットフォームの値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができ
ます。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/swift-sampleUITests-Runner.app/Info.plist')
print info_plist['CFBundleSupportedPlatforms']

有効な XCtest UI パッケージでは、次のような出力が生成されます。
['iPhoneOS']

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_WRONG_PLATFORM_DEVIC
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。
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Warning
Info.plist ファイルでプラットフォームデバイスの値が間違っていることが分かりました。テ
ストパッケージを解凍し、次に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キーの値
"CFBundleSupportedPlatforms" にキーワード "simulator" が含まれていないことを確認して、もう
一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

この例の swift-sampleUITests-Runner.app のような .app ディレクトリ内に Info.plist
ファイルがあるはずです。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

3.

プラットフォームの値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができ
ます。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/swift-sampleUITests-Runner.app/Info.plist')
print info_plist['CFBundleSupportedPlatforms']

有効な XCtest UI パッケージでは、次のような出力が生成されます。
['iPhoneOS']

XCTest UI パッケージが有効な場合、値にキーワード simulator を含めることはできません。
詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_FORM_FACTOR_VALUE_MIS
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。
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Warning
Info.plist にフォームファクタの値が見つかりませんでした。テストパッケージを解凍し、次
に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キー "UIDeviceFamily" が指定されているこ
とを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

この例の swift-sampleUITests-Runner.app のような .app ディレクトリ内に Info.plist
ファイルがあるはずです。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

3.

フォームファクタの値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができ
ます。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/swift-sampleUITests-Runner.app/Info.plist')
print info_plist['UIDeviceFamily']

有効な XCtest UI パッケージでは、次のような出力が生成されます。
[1, 2]

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_PACKAGE_NAME_VALUE_M
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。
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Warning
Info.plist ファイルにパッケージ名の値が見つかりませんでした。テストパッケージを解凍し、次
に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キー "CFBundleIdentifier" が指定されている
ことを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

この例の swift-sampleUITests-Runner.app のような .app ディレクトリ内に Info.plist
ファイルがあるはずです。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

3.

パッケージ名の値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができま
す。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/swift-sampleUITests-Runner.app/Info.plist')
print info_plist['CFBundleIdentifier']

有効な XCtest UI パッケージでは、次のような出力が生成されます。
com.apple.test.swift-sampleUITests-Runner

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_EXECUTABLE_VALUE_MISS
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。
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Warning
Info.plist ファイルに実行可能な値が見つかりませんでした。テストパッケージを解凍し、次
に .app ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キー "CFBundleExecutable" が指定されてい
ることを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

この例の swift-sampleUITests-Runner.app のような .app ディレクトリ内に Info.plist
ファイルがあるはずです。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

3.

実行可能な値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができます。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/swift-sampleUITests-Runner.app/Info.plist')
print info_plist['CFBundleExecutable']

有効な XCtest UI パッケージでは、次のような出力が生成されます。
XCTRunner

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_TEST_PACKAGE_NAME_VA
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
.xctest ディレクトリ内の Info.plist ファイルにパッケージ名の値が見つかりませんでした。
テストパッケージを解凍し、次に .xctest ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キー
"CFBundleIdentifier" が指定されていることを確認して、もう一度試してください。
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次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

この例の swift-sampleUITests-Runner.app のような .app ディレクトリ内に Info.plist
ファイルがあるはずです。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

3.

パッケージ名の値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができま
す。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/swift-sampleUITests-Runner.app/Plugins/swiftsampleUITests.xctest/Info.plist')
print info_plist['CFBundleIdentifier']

有効な XCtest UI パッケージでは、次のような出力が生成されます。
com.amazon.swift-sampleUITests

詳細については、「XCTest UI (p. 75)」を参照してください。

XCTEST_UI_TEST_PACKAGE_TEST_EXECUTABLE_VALUE
次のメッセージが表示された場合は、次の手順に従って問題を解決してください。

Warning
.xctest ディレクトリ内の Info.plist ファイルに実行可能な値が見つかりませんでした。テ
ストパッケージを解凍し、次に .xctest ディレクトリ内の Info.plist ファイルを開き、キー
"CFBundleExecutable" が指定されていることを確認して、もう一度試してください。
次の例では、パッケージ名は swift-sample-UI.ipa です。
1.

テストパッケージを作業ディレクトリにコピーし、次のコマンドを実行します。
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$ unzip swift-sample-UI.ipa

2.

正常にパッケージを解凍したら、次のコマンドを実行して作業ディレクトリのツリー構造を見つける
ことができます。
$ tree .

この例の swift-sampleUITests-Runner.app のような .app ディレクトリ内に Info.plist
ファイルがあるはずです。
.
`-- Payload (directory)
`-- swift-sampleUITests-Runner.app (directory)
|-- Info.plist
|-- Plugins (directory)
|
`swift-sampleUITests.xctest (directory)
|
|-- Info.plist
|
`-- (any other files)
`-- (any other files)

3.

実行可能な値を見つけるため、Xcode または Python を使用して Info.plist を開くことができます。
Python の場合、次のコマンドを実行して biplist モジュールをインストールできます。
$ pip install biplist

4.

次に、Python を開き、次のコマンドを入力します。
import biplist
info_plist = biplist.readPlist('Payload/swift-sampleUITests-Runner.app/Plugins/swiftsampleUITests.xctest/Info.plist')
print info_plist['CFBundleExecutable']

有効な XCtest UI パッケージでは、次のような出力が生成されます。
swift-sampleUITests

詳細については、XCTest UI (p. 75)を参照してください。
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AWS Device Farm でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。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。AWS Device Farm 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、「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ - 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、Device Farm を使用する際に責任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、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 Device Farm
を設定する方法を示します。また、Device Farm リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS サー
ビスの使用方法についても説明します。
トピック
• AWS Device Farm でのアイデンティティ管理とアクセス管理 (p. 200)
• AWS Device Farm のコンプライアンス検証 (p. 218)
• AWS Device Farm でのデータ保護 (p. 218)
• AWS Device Farm での耐障害性 (p. 221)
• AWS Device Farm でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 221)
• Device Farm での設定の脆弱性分析と管理 (p. 222)
• Device Farm でのインシデント (p. 223)
• Device Farm でのログ記録および監視 (p. 223)
• Device Farm セキュリティのベストプラクティス (p. 223)

AWS Device Farm でのアイデンティティ管理とア
クセス管理
対象者
Device Farm で行う作業によって異なる AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法。
サービスユーザー – ジョブを実行するために Device Farm サービスを使用する場合は、管理者から必要
なアクセス許可と認証情報が与えられます。作業を実行するためにさらに多くの Device Farm 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。Device Farm の機能にアクセスできない場合は、「AWS
Device Farm のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 211)」を参照してください。
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[Service administrator] (サービス管理者) - 社内の Device Farm リソースを担当している場合は、通
常、Device Farm へのフルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの Device Farm の機能および
リソースにアクセスする必要があるかを決定す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。貴社が Device Farm で IAM を利用する方法の詳細について学ぶには、
「AWS Device Farm と IAM の連携方法 (p. 203)」を参照してください。
[IAM administrator] (IAM 管理者) - 管理者は、Device Farm へのアクセスを管理するポリシーの記述方法に
ついての詳細を学んだ方がいいでしょう。IAM で使用できる Device Farm の個人識別ベースのポリシーの
例を表示するには、「AWS Device Farm のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 208)」を参照し
てください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS
アカウント のルートユーザーもしくは IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることによっ
て、認証を受ける (AWS にサインインする) 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。フェデレーテッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。
ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。
プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS はsoftware development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分でリ
クエストに署名する方法の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名
プロセス」を参照してください。
使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧めし
ます。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」
の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証
(MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
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。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカウ
ント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を
持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM
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ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテー
ションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要とす
るユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。
IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。
ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。
IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細について
は、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可
セット」を参照してください。
• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。
• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その
ユーザーはプリンシパルとみなされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「AWS Device Farm のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。
• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
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「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。
• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、サービスに
よって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集
することはできません。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
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。

AWS Device Farm と IAM の連携方法
Device Farm へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、Device Farm でどの IAM 機能が使用
できるかを理解しておく必要があります。Device Farm およびその他の AWS のサービスが IAM と連携す
る方法の概要を把握するには、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携するAWSサービス」を参照してくださ
い。
トピック
• Device Farm のアイデンティティベースのポリシー (p. 203)
• Device Farm リソースベースのポリシー (p. 205)
• アクセスコントロールリスト (p. 206)
• Device Farm タグに基づいた承認 (p. 206)
• Device Farm IAM ロール (p. 206)

Device Farm のアイデンティティベースのポリシー
IAM のアイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、およびア
クションが許可または拒否される条件を指定できます。Device Farm は、特定のアクション、リソース、
および条件キーをサポートしています。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス」を参照してください。

アクション
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。
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。
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Device Farm のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックス (devicefarm:) を
使用します。例えば、Device Farm デスクトップブラウザテスト CreateTestGridUrl API オペレー
ションを使用して Selenium セッションを開始するアクセス許可を付与するには、そのポリシーに
devicefarm:CreateTestGridUrl アクションを含めます。ポリシーステートメントには、Action ま
たは NotAction 要素を含める必要があります。Device Farm は、このサービスで実行できるタスクを記
述する独自のアクションのセットを定義します。
単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにカンマで区切ります。
"Action": [
"devicefarm:action1",
"devicefarm:action2"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。たとえば、List という単語
で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。
"Action": "devicefarm:List*"

Device Farm アクションのリストを確認するには、IAM サービス認証リファレンスの「AWS Device Farm
で定義されているアクション」を参照してください。

リソース
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。
オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "*"

Amazon EC2 インスタンスのリソースには次のような ARN があります。
arn:${Partition}:ec2:${Region}:${Account}:instance/${InstanceId}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間」を参照し
てください。
例えば、ステートメントで i-1234567890abcdef0 インスタンスを指定するには、次の ARN を使用し
ます。
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"

アカウントに属するすべてのインスタンスを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/*"

API バージョン 2015-06-23
204

AWS Device Farm デベロッパーガイド
AWS Device Farm と IAM の連携方法

リソースの作成など、一部の Device Farm アクションは、リソースで実行できません。このような場合
は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。
"Resource": "*"

Amazon EC2 API アクションの多くが複数のリソースと関連します。例えば、AttachVolume では
Amazon EBS ボリュームをインスタンスにアタッチするため、IAM ユーザーはボリュームおよびインスタ
ンスを使用するアクセス許可が必要です。複数のリソースを単一のステートメントで指定するには、ARN
をカンマで区切ります。
"Resource": [
"resource1",
"resource2"

Device Farm リソースタイプとその ARN のリストを確認するには、IAM サービス認可リファレン
スのAWS Device Farm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、IAM サービス認可リファレンスのAWS Device Farmで定義されるアクショ
ンを参照してください。

条件キー
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
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。
Device Farm は独自の一連の条件キーを定義し、一部のグローバル条件キーの使用もサポートしていま
す。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。
Device Farm の条件キーのリストを確認するには、IAM サービス認可リファレンスAWS Device Farmのの
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、IAM サービス認可リファレンスのAWS Device Farmで定義されるアクションを参照してください。

例
Device Farm の個人識別ベースのポリシーの例を表示するには、「AWS Device Farm のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 208)」を参照してください。

Device Farm リソースベースのポリシー
Device Farm では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。
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アクセスコントロールリスト
Device Farm では、アクセスコントロールリスト (ACL) はサポートされていません。

Device Farm タグに基づいた承認
タグを Device Farm リソースにアタッチすることも、Device Farm へのリクエストでタグを
渡すこともできます。タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/keyname、aws:RequestTag/key-name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの
[Condition element] (条件要素) でタグ情報を提供します。Device Farm リソースのタグ付けの詳細につい
ては、「Device Farm でのタグ付け (p. 52)」を参照してください。
リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリシー
の例を表示するには、「タグに基づいた Device Farm デスクトップブラウザテストプロジェクトの表
示 (p. 211)」を参照してください。

Device Farm IAM ロール
IAM ロールは、特定のアクセス許可を持つ AWS アカウント内のエンティティです。

Device Farm での一時的な認証情報の使用
Device Farm は、一時的な認証情報の使用をサポートしています。
一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインし、IAM ロールの引き受け、またはク
ロスアカウントロールの引き受けを行うことができます。一時的なセキュリティ認証情報は、AWS
STSAssumeRoleやなどの API GetFederationToken操作を呼び出すことで取得します。

サービスにリンクされたロール
サービスにリンクされたロールは、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にアク
ションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは、IAM アカウント内に表示され、
サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を表示で
きますが、編集することはできません。
Device Farm は、Device Farm デスクトップブラウザテスト機能でサービスにリンクされたロールを使用
します。これらのロールの詳細については、開発者ガイドの「Device Farm デスクトップブラウザテスト
のサービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。

サービスロール
Device Farm はサービスロールをサポートしていません。
この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。

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
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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。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。
次の表で、Device Farm AWS 管理ポリシーの概要を説明します。
変更

説明

日付

AWSDeviceFarmFullAccess

すべての AWS Device Farm オペ
レーションへのフルアクセスを
提供します。

2015 年 7 月 15 日

AWSServiceRoleForDeviceFarmTestGrid
代わりに、Device Farm で AWS
リソースにアクセスできます。

2021 年 5 月 20 日

AWSServiceRoleForDeviceFarm

2022 年 9 月 21 日

ユーザーに代わって EC2 API
を呼び出す権限を AWS Device
Farm モバイルに付与します。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
• 許可の境界 - 許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エンティティ (IAM ユー
ザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティに許可の境界を
設定できます。結果として許可される範囲は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとその
許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソー
スベースのポリシーでは、許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否
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した場合、許可は無効になります。許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エ
ンティティの許可の境界」を参照してください。
• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、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 ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の仕組み」
を参照してください。
• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、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。

AWS Device Farm のアイデンティティベースのポリ
シーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、Device Farm 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。AWS Management Console、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、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペ
レーションを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続い
て、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。
JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、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「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。
トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 208)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 209)
• 1 つの Device Farm デスクトップブラウザテストプロジェクトへのアクセス (p. 210)
• タグに基づいた Device Farm デスクトップブラウザテストプロジェクトの表示 (p. 211)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内の Device Farm リソースを誰かが作成、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
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ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。
• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。
• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可す
ることもできます。詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [IAM JSON policy
elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。
• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。
• 多要素認証 (MFA) を要求する – アカウントで IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナリオ
がある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び出さ
れるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。
IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
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}

]

}

"Resource": "*"

1 つの Device Farm デスクトップブラウザテストプロジェクトへ
のアクセス
この例では、AWS アカウントの IAM ユーザーに、Device Farm デスクトップブラウザテストプ
ロジェクトの 1 つである arn:aws:devicefarm:us-west-2:111122223333:testgridproject:123e4567-e89b-12d3-a456-426655441111 へのアクセスを許可します。そのプロジェク
トに関連するアイテムを表示できるようにする必要があります。

devicefarm:GetTestGridProject エンドポイントに加えて、アカウントには
devicefarm:ListTestGridSessions、devicefarm:GetTestGridSession、devicefarm:ListTestGridSes
および devicefarm:ListTestGridSessionArtifacts エンドポイントが必要です。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"GetTestGridProject",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"devicefarm:GetTestGridProject"
],
"Resource":"arn:aws:devicefarm:us-west-2:111122223333:testgrid-project:123e4567e89b-12d3-a456-426655441111"
},
{
"Sid":"ViewProjectInfo",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"devicefarm:ListTestGridSessions",
"devicefarm:ListTestGridSessionActions",
"devicefarm:ListTestGridSessionArtifacts"
],
"Resource":"arn:aws:devicefarm:us-west-2:111122223333:testgrid-*:123e4567e89b-12d3-a456-426655441111/*"
}
]
}

CI システムを使用している場合は、各 CI 実行者に一意のアクセス認証情報を付与する必要があります。
例えば、CI システムでは、devicefarm:ScheduleRun または devicefarm:CreateUpload よりも多
くのアクセス許可が必要になることはほとんどありません。以下の IAM ポリシーで概説しているのは、
アップロードを作成し、そのアップロードを使用してテスト実行をスケジュールすることにより、新しい
Device Farm ネイティブアプリケーションのテストを開始することを、CI 実行者に許可する、最小限のポ
リシーです。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"$id":"scheduleTestRuns",
"effect":"Allow",
"Action": [ "devicefarm:CreateUpload","devicefarm:ScheduleRun" ],
"Resource": [
"arn:aws:devicefarm:us-west-2:111122223333:project:123e4567-e89b-12d3a456-426655440000",
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"arn:aws:devicefarm:us-west-2:111122223333:*:123e4567-e89b-12d3a456-426655440000/*",
]
}
]
}

タグに基づいた Device Farm デスクトップブラウザテストプロ
ジェクトの表示
個人識別ベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて Device Farm リソースへのアクセスを管理
できます。この例では、プロジェクトとセッションの表示を許可するポリシーを作成する方法を示してい
ます。リクエスト先のリソースの Owner タグがリクエスト元のアカウントのユーザー名と一致する場合、
アクセス許可が付与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListTestGridProjectSessions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"devicefarm:ListTestGridSession*",
"devicefarm:GetTestGridSession",
"devicefarm:ListTestGridProjects"
],
"Resource": [
"arn:aws:devicefarm:us-west-2:testgrid-project:*/*"
"arn:aws:devicefarm:us-west-2:testgrid-session:*/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:TagKey/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 という名前のユー
ザーが Device Farm プロジェクトまたはセッションを表示しようとする場合、プロジェクトに
Owner=richard-roe または owner=richard-roe というタグが付いている必要があります。それ以外
の場合、ユーザーはアクセスを拒否されます。条件キー名では大文字と小文字は区別されないため、条件
タグキー Owner は Owner と owner 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 Device Farm のアイデンティティとアクセスの
トラブルシューティング
次の情報は、Device Farm と IAM の連携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。

Device Farm でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console でアクションの実行を承認されていないというエラーが表示された場合、管
理者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。お客様のユーザー名とパスワードを発行したの
が、担当の管理者です。
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以下の例のエラーは、mateojackson という IAM ユーザーがコンソールを使用して、実行の詳細を表示
しようとしているが、devicefarm:GetRun 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:
devicefarm:GetRun on resource: arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:run:123e4567e89b-12d3-a456-426655440000/123e4567-e89b-12d3-a456-426655441111

この場合、Mateo は管理者に依頼し、devicefarm:GetRun アクションを使用して
arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789101:run:123e4567-e89b-12d3a456-426655440000/123e4567-e89b-12d3-a456-426655441111 リソースに対する
devicefarm:GetRun にアクセスできるようにポリシーを更新してもらいます。

iam 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
Device Farm にロールを渡せるようにする必要があります。
一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。
以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Device Farm でアクショ
ンを実行しようとする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。
サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

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。
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管理者として Device Farm へのアクセスを他のユーザーに許可
したい
Device Farm へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケー
ションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーまたはアプリ
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、Device Farm の
適切なアクセス許可を付与するエンティティにポリシーをアタッチする必要があります。
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。

AWSアカウント以外のユーザーに Device Farm リソースへのア
クセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。
詳細については、以下を参照してください。
• Device Farm がこれらの機能をサポートしているかどうかについて学ぶには、「AWS Device Farm と
IAM の連携方法 (p. 203)」を参照してください。
• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。
• 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。

Device Farm でのサービスにリンクされたロールの使
用
AWS Device Farm はAWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用
します。サービスにリンクされたロールは、Device Farm に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロール
です。サービスにリンクされたロールは、Device Farm によって事前定義されており、AWSお客様の代わ
りにサービスから他ののサービスを呼び出す必要のある許可がすべて含まれています。
サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がないた
め、Device Farm の設定が簡単になります。Device Farm は、サービスにリンクされたロールのアクセス
許可を定義します。特に定義されている場合を除き、Device Farm のみがそのロールを引き受けることが
できます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、その許可ポリシーを他の
IAM エンティティにアタッチすることはできません。
サービスにリンクされたロールは、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。これによ
り、リソースに対するアクセス許可が誤って削除されることがなくなり、Device Farm リソースは保護さ
れます。
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サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示
するには、[はい] リンクを選択します。

Device Farm のサービスにリンクされたロールの許可
デバイスファームは AWSServiceRoleForDeviceFarm— という名前のサービスにリンクされたロールを使
用して、ユーザーに代わって EC2 API を呼び出すアクセス権限を AWS Device Farm Mobile に付与しま
す。
AWSServiceRoleForDeviceFarm サービスにリンクされたロールは、ロールを引き受ける上で次のサービ
スを信頼します。
• devicefarm.amazonaws.com
ロールのアクセス許可ポリシーは、Device Farm が以下のアクションを完了することを許可します。
• アカウント用
• ネットワークインターフェイスの作成
• ネットワークインターフェイスについて説明する
• VPC について説明する
• サブネットを記述する
• セキュリティグループを記述する
• インターフェイスを削除する
• ネットワークインターフェイスの変更
• ネットワークインターフェイス用
• タグを作成する
• Device Farm で管理される EC2 ネットワークインターフェイス用
• ネットワークインターフェイス許可を作成する
IAM ポリシーの全文は以下のとおりです。
トラストポリシー
{

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

}

]

}

"Statement": [
"Effect": "Allow",
"Principal":
{
"Service": "devicefarm.amazonaws.com“
},
"Action":
"sts:AssumeRole“

権限ポリシー
{

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

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
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},
{

}

]

}

]

"arn:aws:ec2:*:*:instance/*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged": "true"
}
}

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「サービスリンクロールのアクセス許可」を参照してください。

Device Farm のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。、、またはAWS API で最初の
Device Farm リソースを作成するとAWS CLI、Device Farm によってサービスにリンクされたロールが自
動的に作成されます。AWS Management Console

Device Farm でのサービスにリンクされたロールの作成
プロジェクトの VPC 構成を提供する場合、サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありま
せん。、、またはAWS API で最初の Device Farm リソースを作成するとAWS CLI、Device Farm によっ
てサービスにリンクされたロールが自動的に作成されます。AWS Management Console
Device Farm でのプロジェクトの作成の詳細については、Device Farm 開発者ガイドの「AWS Device
Farm でのプロジェクトの作成」を参照してください。
Device Farm は、サービスにリンクされたロール用に特定のロール名プレフィクスを予約します。ユー
ザーは、特定の条件下で Device Farm によって自動的に生成されるのと同じロール名とプレフィックスを
使用してサービスにリンクされたロールを作成することはできません。ただし、アカウントで自動的に生
成されるサービスにリンクされたロールは削除できます。
このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。最初の Device Farm リソースを作成すると、Device Farm によってサー
ビスにリンクされたロールが再作成されます。

Device Farm のサービスにリンクされたロールの編集
Device Farm では、 AWSServiceRoleForDeviceFarm サービスにリンクされたロールを編集することはで
きません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照され
る可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編
集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照
してください。

Device Farm のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。
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サービスにリンクされたロールのクリーンアップ
IAM を使用してサービスリンクロールを削除するには、最初に、そのロールで使用されているリソースを
すべて削除する必要があります。Device Farm の場合、これは VpcConfig を使用するプロジェクトリソー
スがあってはならないことを意味します。これらのプロジェクトを更新して VPCConfig を削除すること
も、それらのプロジェクトを削除することもできます。

Note
リソースを削除する際に、Device Farm のサービスでそのロールが使用されている場合、削除は
失敗することがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。
AWSServiceRoleForDeviceFarm(API) が使用するDevice Farm リソースを更新するには
Device Farm の API を使用してデバイスファームリソースを更新するには、UpdateProjectAPI を呼び
出します。
AWSServiceRoleForDeviceFarm （コンソールとAWS CLI）が使用する Device Farm リソースを削除する
には
AWS Management Consoleまたはを使用して Device Farm リソースを削除するにはAWS CLI、「Device
Farm プロジェクトを削除する方法」を参照してください。 。
AWSServiceRoleForDeviceFarm(API) が使用するDevice Farm リソースを削除するには
Device Farm の API を使用してデバイスファームリソースを削除するには、DeleteProjectAPI を呼び
出します。

サービスリンクロールを手動で削除する
IAM コンソール、AWS CLI、またはAWS API を使用して、 AWSServiceRoleForDeviceFarm サービスに
リンクされたロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされ
たロールの削除」を参照してください。

Device Farm のサービスにリンクされたロールをサポートする
リージョン
Device Farm では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの
使用をサポートしています。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してくださ
い。
Device Farm では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの
使用をサポートしているわけではありません。以下のリージョンでは、 AWSServiceRoleForDeviceFarm
ロールを使用できます。
リージョン名

リージョン識別子

Device Farm でのSupport

米国東部(バージニア北部)

us-east-1

いいえ

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

いいえ

米国西部 (北カリフォルニア)

us-west-1

いいえ

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

はい

アジアパシフィック (ムンバイ)

ap-south-1

いいえ

アジアパシフィック (大阪)

ap-northeast-3

いいえ

アジアパシフィック (ソウル)

ap-northeast-2

いいえ
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リージョン名

リージョン識別子

Device Farm でのSupport

アジアパシフィック (シンガポール)

ap-southeast-1

いいえ

アジアパシフィック (シドニー)

ap-southeast-2

いいえ

アジアパシフィック (東京)

ap-northeast-1

いいえ

カナダ (中部)

ca-central-1

いいえ

欧州 (フランクフルト)

eu-central-1

いいえ

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

いいえ

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

いいえ

欧州 (パリ)

eu-west-3

いいえ

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

いいえ

us-gov-west-1

いいえ

AWS GovCloud (US)

AWS Device Farm のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の AWS Device Farm コンプライアンスプログラムの一環
として AWS のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムとしては
SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などがあります。AWS Device Farm は AWS コンプライアンスプログラ
ムの対象ではありません。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「コンプライア
ンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、
「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細について
は、Downloading Reports in AWS および を参照してください。
Device Farm 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
立つ以下のリソースを提供しています。
• セキュリティおよびコンプライアンスのクイックスタートガイド – これらのデプロイガイドでは、アー
キテクチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライ
ン環境を AWS でデプロイするための手順を説明します。
• AWS コンプライアンスリソース – このワークブックおよびガイドのコレクションは、お客様の業界と拠
点に適用される場合があります。
• AWS Config デベロッパーガイドの「ルールでのリソースの評価」– AWS Config は、リソース設定が、
社内のプラクティス、業界のガイドラインそして規制にどの程度適合しているのかを評価します。
• AWS Security Hub – この AWS のサービスは、AWS 内でのユーザーのセキュリティ状態に関する包括
的な見解を提供し、業界のセキュリティ標準、およびベストプラクティスに対するコンプライアンスを
確認するために役立ちます。

AWS Device Farm でのデータ保護
AWS 責任共有モデルは、AWS Device Farm(Device Farm) のデータ保護に適用されます。このモデルで
説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャ
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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 Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3
に保存される機密データの検出と保護が支援されます。
• コマンドラインインターフェースまたは 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。使用可能な 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。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または
AWS SDK を使用して、Device Farm または他の AWS のサービスで作業する場合も同様です。タグまた
は名前に使用する自由記入欄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 URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に
含めないことを強くお勧めします。

転送中の暗号化
Device Farm エンドポイントは、特に明記されていない限り、署名された HTTPS (SSL/TLS) リクエスト
のみをサポートしています。アップロード URL を通じて Amazon S3 から取得または配置されたすべての
コンテンツは、SSL/TLS を使用して暗号化されます。HTTPS リクエストの AWS での署名方法の詳細に
ついては、AWS 一般的なリファレンスの「AWS API リクエストの署名」を参照してください。
テスト対象のアプリケーションが行う通信と、デバイスでのテストの実行中にインストールされるアプリ
ケーションを暗号化して保護するのは、お客様の責任です。

保管中の暗号化
Device Farm のデータは保管時に暗号化されません。

データ保持期間
Device Farm のデータは一定期間保持されます。保持期間が終了すると、データは Device Farm 補助スト
レージから削除されますが、メタデータ (ARN、アップロード日、ファイル名など) は今後の使用のために
保持されます。以下の表では、さまざまなコンテンツタイプの保持期間を示しています。
コンテンツタイプ

保持期間 (日数)

アップロードされたアプリケーション

30
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コンテンツタイプ

保持期間 (日数)

アップロードされたテストパッケージ

30

ログ

400

ビデオ録画やその他のアーティファクト

400

長期間保持するコンテンツをアーカイブするのは、お客様の責任です。

Desktop
Device Farm のデータは、使用する機能に応じて異なる方法で管理します。このセクションでは、Device
Farm の使用中および使用後のデータの管理方法について説明します。

Desktop
Selenium セッション中に使用されるインスタンスは保存されません。ブラウザの操作の結果として生成さ
れたすべてのデータは、セッションが終了すると破棄されます。

物理デバイスのテスト
次のセクションでは、Device Farm を使用した後にデバイスをクリーンアップまたは破壊するために AWS
で行うステップについて説明します。

パブリックデバイスフリート
テスト実行が完了すると、Device Farm はパブリックデバイスフリートの各デバイスで、一連のクリーン
アップタスク (アプリケーションのアンインストールなど) を実行します。アプリケーションのアンインス
トールまたは他のいずれかのクリーンアップステップを確認できない場合、デバイスが再利用される前に
ファクトリのリセットが実行されます。

Note
特にアプリのコンテキスト外でデバイスシステムを使用する場合は、データがセッション間で持
続することがあります。そのため、さらに Device Farm が各デバイスの使用中にアクティビティ
のビデオとログをキャプチャするため、自動テストおよびリモートアクセスセッション中に、機
密情報 (Google アカウント、Apple ID など)、個人情報、およびその他のセキュリティを必要とす
る詳細などは入力しないことをお勧めします。

プライベートデバイス
プライベートデバイス契約の終了または解除後、デバイスは使用から除外され、AWS 破壊ポリシーに従っ
て安全に破棄されます。詳細については、「AWS Device Farm ファームでのプライベートデバイスの使
用 (p. 94)」を参照してください。

キーの管理
現在、Device Farm には保管中または転送中のデータの暗号化のための外部キー管理は用意されていませ
ん。

インターネットトラフィックのプライバシー
Device Farm は、プライベートデバイスに対してのみ、Amazon VPC エンドポイントを使用して AWS の
リソースに接続するように設定できます。アカウントに関連付けられた非パブリック AWS インフラス
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トラクチャ (パブリック IP アドレスのない Amazon EC2 インスタンスなど) へのアクセスには、Amazon
VPC エンドポイントを使用する必要があります。VPC エンドポイントの設定に関係なく、Device Farm は
Device Farm ネットワーク全体でトラフィックを他のユーザーから分離します。
AWS ネットワークの外部での接続が安全であるとは限りません。アプリケーションが行うインターネット
接続を保護するのは、お客様の責任です。

AWS Device Farm での耐障害性
AWSのグローバルインフラストラクチャはAWSリージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築され
ます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接続
されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリティー
ゾーンでは、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 Global Infrastructure] (グローバル
インフラストラクチャ) を参照してください。
Device Farm は us-west-2 リージョンでのみ利用できるため、バックアップおよび復旧プロセスを実装
することを強くお勧めします。Device Farm は、アップロードされたコンテンツの唯一のソースであって
はなりません。
Device Farm では、パブリックデバイスの可用性が保たれるとは限りません。これらのデバイスは、障害
発生率や隔離ステータスなどのさまざまな要因に応じて、パブリックデバイスプールに対して追加または
削除されます。パブリックデバイスプール内のいずれかのデバイスの可用性に依存することはお勧めしま
せん。

AWS Device Farm でのインフラストラクチャセ
キュリティ
マネージドサービスとして、AWS Device Farmはによって保護されていますAWSで説明されているグロー
バルネットワークセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペー
パー。
AWS 公開した API 呼び出しを使用して、ネットワーク経由で Device Farm 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。
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のアクセスキー
を使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、一時
的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

物理デバイステストのためのインフラストラクチャセ
キュリティ
物理デバイスのテスト中、デバイスは物理的に分離されています。ネットワークの分離により、ワイヤレ
スネットワークを介したデバイス間通信が防止されます。
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パブリックデバイスは共有され、Device Farm はベストエフォートベースでデバイスを長期間にわたって
安全に保ちます。デバイスに対する完全な管理者権限を取得する試み (ルート化または脱獄と呼ばれる行
為) など特定のアクションが検出されると、パブリックデバイスが隔離されます。それらのデバイスは自
動的にパブリックプールから削除され、手動による確認の対象になります。
プライベートデバイスは AWS 明示的に承認されたアカウントでのみアクセス可能です。Device Farm
は、これらのデバイスを他のデバイスから物理的に隔離し、別のネットワークで保持します。
プライベートで管理されているデバイスでは、Amazon VPC エンドポイントを使用して AWS アカウント
との接続を保護するようにテストを設定できます。

デスクトップブラウザテストのためのインフラストラ
クチャセキュリティ
デスクトップブラウザのテスト機能を使用すると、すべてのテストセッションが互いに分離されま
す。Selenium インスタンスは、AWS の外部にある中間のサードパーティーなしでは相互通信できませ
ん。
Selenium へのすべてのトラフィック WebDriver コントローラーは、で生成された HTTPS エンドポイント
を通過する必要がありますcreateTestGridUrl。
現時点では、デスクトップブラウザのテスト機能は Amazon VPC エンドポイント設定をサポートしていま
せん。各 Device Farm テストインスタンスがテスト対象のリソースに安全にアクセスできることを確認す
るのは、お客様の責任です。

Device Farm での設定の脆弱性分析と管理
Device Farm を使用すると、OS ベンダー、ハードウェアベンダー、電話キャリアなど、ベンダーによっ
てアクティブに保守またはパッチされていないソフトウェアを実行できます。Device Farm は、ベストエ
フォート型で、最新のソフトウェアを保守しようとしますが、設計上、物理デバイスの特定のソフトウェ
アのバージョンが最新であるとは限らず、場合によっては脆弱なソフトウェアの使用を許可します。
たとえば、Android 4.2 で動作しているデバイスでテストを実行しても、Device Farm では、Device Farm
では、デバイスのアンドロイドの脆弱性として知られています StageFright。デバイスにセキュリティ更新
を提供するのは、デバイスのベンダー (場合によってはキャリア) の責任です。また、この脆弱性を使用す
る悪意のあるアプリケーションが自動検疫によって検出されるとは限りません。
プライベートデバイスは AWS との契約に従って維持されます。
Device Farm は、お客様のアプリケーションがルーティングまたはジェイルブレイキングなどのアクショ
ンを実行しないよう信頼に応えるために最善を尽くします。Device Farm は、パブリックプールから隔離
されたデバイスを、手動で確認されるまで削除します。
お客様は、Python ホイールや Ruby Gem など、テストで使用するソフトウェアのライブラリやバージョ
ンを最新に保つ責任があります。Device Farm では、テストライブラリを更新することをお勧めします。
これらのリソースは、テストの依存関係を最新に保つのに役立ちます。
• Ruby Gem を保護する方法については、以下を参照してください。セキュリティプラクティス上に
RubyGems ウェブサイト。
• 既知の脆弱性の依存関係グラフをスキャンするために Pipenv によって使用される、Python Packaging
Authority による承認済みの安全パッケージについては、セキュリティの脆弱性の検出オン GitHub。
• Open Web Application Security Project (OWASP) Maven 依存関係チェッカーについては、を参照してく
ださい。OWASP DependencyCheckOWASP ウェブサイトでご覧ください。
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自動化システムによって既知のセキュリティ問題が検出されなくても、セキュリティ問題がないことを意
味するわけではありません。サードパーティーのライブラリまたはツールを使用するときは、常にデュー
デリジェンスを使用し、可能または妥当であれば、暗号化署名を確認してください。

Device Farm でのインシデント
Device Farm は、セキュリティの問題を示す可能性のある動作に関してデバイスを継続的にモニタリング
します。顧客データ (テスト結果や、パブリックデバイスに書き込まれたファイルなど) に別の顧客がアク
セスできるケースを AWS が認識した場合、AWS のサービス全体で使用される標準のインシデントアラー
トおよびレポートポリシーに従って、AWS は影響を受ける顧客に連絡します。

Device Farm でのログ記録および監視
このサービスはサポートしますAWS CloudTrail、これは記録するサービスですAWSの電話をAWS アカウ
ントログファイルを Amazon S3 バケットに配信します。によって収集された情報を利用することにより
CloudTrailでは、どのリクエストが正常に行われたかを判断できますAWS のサービス、そのリクエストの
送信者、そのリクエストの送信時間などです。詳細を確認するトピック CloudTrail、有効にする方法、ロ
グファイルを検索する方法を含む。AWS CloudTrailユーザーガイド。
の使用の詳細 CloudTrail Device Farm では、による AWS Device Farm API コールの記録AWS
CloudTrail (p. 114)。

Device Farm セキュリティのベストプラクティス
Device Farm には、独自のセキュリティポリシーを策定および実装する際に考慮すべきさまざまなセキュ
リティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、完全なセ
キュリティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティスはお客様の環境
に必ずしも適切または十分でない可能性があるので、処方箋ではなく、あくまで有用な検討事項とお考え
ください。
• 使用する継続的な統合 (CI) システムに、IAM で可能な最小限の権限を付与します。各 CI システムテス
トには一時的な認証情報を使用することを検討してください。これにより、CI システムがウィルスに
感染しても、偽のリクエストを行うことができなくなります。一時的な認証情報についての詳細は、
「IAM ユーザーガイド」を参照してください。
• カスタムテスト環境で adb コマンドを使用して、アプリケーションによって作成されたコンテンツをク
リーンアップします。カスタムテスト環境の詳細については、「カスタムテスト環境での作業 (p. 79)」
を参照してください。
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AWS Device Farm での制限
次のリストに、AWS Device Farm の現在の制限を示します。
• アップロードできるアプリケーションの最大ファイルサイズは 4 GB です。
• テストランに含めることができるデバイスの数に制限はありません。ただし、Device Farm がテストラ
ン中に同時にテストするデバイスの最大数は 5 です。(この数値は、リクエストに応じて増やすことがで
きます。)
• スケジュールできる実行の数に制限はありません。
• リモートアクセスセッションの期間には、150 分の制限があります。
• 自動化されたテスト実行の期間には、150 分の制限があります。
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AWS Device Farm のツールとプラグ
イン
このセクションには、AWS Device Farm のツールとプラグインでの作業に関するリンクと情報が含まれて
います。Device Farm プラグインは、「GitHub の AWS ラボ」にあります。
Android 開発者である場合は、「GitHub の Android 用 AWS Device Farm サンプルアプリケーション」も
ご利用いただけます。独自の Device Farm テストスクリプトのリファレンスとして、このアプリケーショ
ンおよびテスト例を使用できます。
トピック
• AWS Device Farm の Jenkins CI プラグイン (p. 225)
• AWS Device Farm Gradle プラグイン (p. 231)

AWS Device Farm の Jenkins CI プラグイン
このプラグインによって、独自の Jenkins 継続的インテグレーション (CI) サーバーから AWS Device
Farm 機能が提供されます。詳細については、「Jenkins (ソフトウェア)」を参照してください。

Note
Jenkins プラグインをダウンロードするには、GitHub にアクセスし、ステップ 1: プラグインのイ
ンストール (p. 228) の手順に従います。
このセクションには、AWS Device Farm で Jenkins CI プラグインをセットアップして使用する一連の手
順が含まれます。
トピック
• ステップ 1: プラグインのインストール (p. 228)
• ステップ 2: の作成AWS Identity and Access ManagementJenkins CI Plugin のためのユー
ザー (p. 229)
• ステップ 3: 初回の設定手順 (p. 230)
• ステップ 4: Jenkins ジョブでプラグインを使用する (p. 230)
• 依存関係 (p. 230)
以下の画像は、Jenkins CI プラグインの機能を示しています。
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また、このプラグインではすべてのテストアーティファクト (ログ、スクリーンショットなど) をローカル
にプルダウンすることもできます。
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ステップ 1: プラグインのインストール
AWS Device Farm の Jenkins 継続的インテグレーション (CI) プラグインをインストールするには 2 つの
オプションがあります。Jenkins ウェブ UI の [Available Plugins] (使用できるプラグイン) ダイアログ内か
らプラグインを検索するか、hpi ファイルをダウンロードして Jenkins 内からインストールできます。

Jenkins UI 内からのインストール
1.

[Manage Jenkins] (Jenkins を管理)、[Manage Plugins] (プラグインを管理) を選択し、次に [Available]
(使用可能) を選択して Jenkins UI 内でプラグインを見つけます。

2.

aws-device-farm を検索します。

3.

AWS Device Farm プラグインをインストールします。

4.

プラグインが Jenkins ユーザーに所有されていることを確認します。

5.

Jenkins を再起動します。

プラグインのダウンロード
1.

のダウンロードhpiファイルを直接http://updates.jenkins-ci.org/latest/aws-device-farmhpi。

2.

プラグインが Jenkins ユーザーに所有されていることを確認します。

3.

次のいずれかのオプションを使用して、プラグインをインストールします。
• [Manage Jenkins] (Jenkins を管理)、[Manage Plugins] (プラグインを管理)、[Advanced] (アドバン
スト)、[Upload plugin] (プラグインをアップロード) の順に選択してプラグインをアップロードしま
す。
• hpi ファイルを Jenkins プラグインディレクトリ (通常は /var/lib/jenkins/plugins) に配置
します。

4.

Jenkins を再起動します。
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ステップ 2: の作成AWS Identity and Access
ManagementJenkins CI Plugin のためのユーザー
Device Farm へのアクセスには、AWS ルートアカウントは使用しないことをお勧めします。代わり
に、AWS アカウントに新しい AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを作成 (または既存
の IAM ユーザーを使用) し、その IAM ユーザーで Device Farm にアクセスします。
新しい IAM ユーザーを作成するには、「IAM ユーザーの作成 (AWS Management Console)」を参照して
ください。各ユーザーのアクセスキーを生成していることを確認し、ユーザーのセキュリティ認証情報を
ダウンロードまたは保存します。認証情報は後で必要になります。

IAM ユーザーに Device Farm へのアクセス許可を付与します
IAM ユーザーに Device Farm へのアクセス許可を付与するには、IAM で新しいアクセスポリシーを作成
し、そのアクセスポリシーを次のように IAM ユーザーに割り当てます。

Note
次のステップを完了するために使用する AWS ルートアカウントまたは IAM ユーザーには、次の
IAM ポリシーを作成し、その IAM ユーザーにアタッチするアクセス許可が付与されている必要が
あります。詳細については、「ポリシーの使用」を参照してください。

IAM でアクセスポリシーを作成するには
1.

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

2.

[Policies] (ポリシー) を選択します。

3.

[Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します。([Get Started] (使用開始) ボタンが表示された場合
は、そのボタンを選択してから、[Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します)。

4.

[Create Your Own Policy] (独自のポリシーを作成) の横で、[Select] (選択) を選択します。

5.

[Policy Name] (ポリシー名) に、ポリシーの名前 (AWSDeviceFarmAccessPolicy など) を入力しま
す。

6.

[Description] (説明) に、この IAM ユーザーを Jenkins プロジェクトに関連付けるための説明を入力し
ます。

7.

[Policy Document] (ポリシードキュメント) に、次のステートメントを入力します。
{

}

8.

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

[Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します。

アクセスポリシーを IAM ユーザーに割り当てるには
1.

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

2.

[Users] (ユーザー) を選択します。
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3.

アクセスポリシーを割り当てる IAM ユーザーを選択します。

4.

[Permissions] (アクセス許可) エリアの [Managed Policies] (管理ポリシー) で、[Attach Policy] (ポリ
シーのアタッチ) を選択します。

5.

先ほど作成したポリシー (例: AWSDeviceFarmAccessPolicy) を選択します。

6.

［Attach Policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。

ステップ 3: 初回の設定手順
Jenkins サーバーを初めて実行するときは、次のようにシステムを設定する必要があります。

Note
デバイススロット (p. 8)を使用している場合、デバイススロット機能はデフォルトで無効になって
います。
1.

Jenkins のウェブユーザーインターフェイスにログインします。

2.

画面の左側で、[Manage Jenkins] (Jenkins を管理) を選択します。

3.

[Configure System] (システムを設定) を選択します。

4.

[AWS Device Farm] ヘッダーまで下にスクロールします。

5.

ステップ 2: IAM ユーザーを作成する (p. 229) からセキュリティ認証情報をコピーして、アクセス
キー ID とシークレットアクセスキーをそれぞれのボックスに貼り付けます。

6.

[Save] を選択します。

ステップ 4: Jenkins ジョブでプラグインを使用する
Jenkins プラグインのインストールが完了したら、次の手順に従って、Jenkins ジョブでプラグインを使用
します。
1.

Jenkins のウェブ UI にログインします。

2.

編集するジョブをクリックします。

3.

画面の左側にある [Configure] (設定) を選択します。

4.

[Post-build Actions] (ビルド後のアクション) ヘッダーまでスクロールダウンします。

5.

[Add post-build action] (ビルド後のアクションの追加) をクリックして [Run Tests on AWS Device
Farm] (AWS Device Farm でのテストの実行) を選択します。

6.

使用するプロジェクトを選択します。

7.

使用するデバイスプールを選択します。

8.

テストアーティファクト (ログやスクリーンショットなど) をローカルにアーカイブするかどうかを選
択します。

9.

[Application] (アプリケーション) で、コンパイルされたアプリケーションへのパスを入力します。

10. 実行するテストを選択し、すべての必須フィールドに入力します。
11. [Save] を選択します。

依存関係
Jenkins CI プラグインには、AWS Mobile SDK 1.10.5 以降が必要です。SDK のインストールおよび詳細に
ついては、「AWS Mobile SDK」を参照してください。
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AWS Device Farm Gradle プラグイン
このプラグインによって、AWS Device Farm についての Android Studio の Gradle ビルドシステムとの統
合が提供されます。詳細については、「Gradle」を参照してください。

Note
Gradle プラグインをダウンロードするには、GitHub にアクセスし、Device Farm Gradle プラグ
インの構築 (p. 231) の手順に従います。
Device Farm Gradle プラグインによって、Android Studio 環境から Device Farm 機能が提供されます。実
際に Device Farm によってホストされている Android 電話やタブレットでテストを開始できます。
このセクションには、Device Farm Gradle プラグインをセットアップして使用する一連の手順が含まれま
す。
トピック
• ステップ 1: AWS Device Farm Gradle プラグインの構築 (p. 231)
• ステップ 2: AWS Device Farm Gradle プラグインのセットアップ (p. 231)
• ステップ 3: IAM の生成うサー (p. 233)
• ステップ 4: テストタイプの設定 (p. 234)
• 依存関係 (p. 236)

ステップ 1: AWS Device Farm Gradle プラグインの構
築
このプラグインによって、AWS Device Farm についての Android Studio の Gradle ビルドシステムとの統
合が提供されます。詳細については、「Gradle」を参照してください。

Note
プラグインの構築はオプションです。プラグインは、Maven セントラルを通じて発行されま
す。Gradle がプラグインを直接ダウンロードするよう許可する場合は、この手順をスキップし
て、ステップ 2: AWS Device Farm Gradle プラグインのセットアップ (p. 231) に進みます。

プラグインを構築するには
1.

GitHub に移動して、リポジトリのクローンを作成します。

2.

gradle install を使用してプラグインを構築します。
プラグインはローカルの maven リポジトリにインストールされます。

次のステップ : ステップ 2: AWS Device Farm Gradle プラグインのセットアップ (p. 231)

ステップ 2: AWS Device Farm Gradle プラグインの
セットアップ
リポジトリのクローンとプラグインのインストールをまだ行っていない場合は、以下の手順を参照して実
行してください。Device Farm Gradle プラグインの構築 (p. 231)
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AWS Device Farm Gradle プラグインを設定するには
1.

build.gradle の依存関係リストにプラグインアーティファクトを追加します。
buildscript {
repositories {
mavenLocal()
mavenCentral()
}

}

2.

dependencies {
classpath 'com.android.tools.build:gradle:1.3.0'
classpath 'com.amazonaws:aws-devicefarm-gradle-plugin:1.0'
}

build.gradle ファイルのプラグインを設定します。以下のテスト固有の設定がガイドとして役立ち
ます。
apply plugin: 'devicefarm'
devicefarm {
// Required. The project must already exist. You can create a project in the AWS
Device Farm console.
projectName "My Project" // required: Must already exist.
// Optional. Defaults to "Top Devices"
// devicePool "My Device Pool Name"
// Optional. Default is 150 minutes
// executionTimeoutMinutes 150
// Optional. Set to "off" if you want to disable device video recording during a
run. Default is "on"
// videoRecording "on"
// Optional. Set to "off" if you want to disable device performance monitoring
during a run. Default is "on"
// performanceMonitoring "on"
// Optional. Add this if you have a subscription and want to use your unmetered
slots
// useUnmeteredDevices()
// Required. You must specify either accessKey and secretKey OR roleArn. roleArn
takes precedence.
authentication {
accessKey "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
secretKey "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
// OR
}

roleArn "arn:aws:iam::111122223333:role/DeviceFarmRole"

// Optionally, you can
// - enable or disable Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC radios
// - set the GPS coordinates
// - specify files and applications that must be on the device when your test runs
devicestate {
// Extra files to include on the device.
// extraDataZipFile file("path/to/zip")
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// Other applications that must be installed in addition to yours.
// auxiliaryApps files(file("path/to/app"), file("path/to/app2"))
//
//
//
//
//

By default, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, and NFC are turned on.
wifi "off"
bluetooth "off"
gps "off"
nfc "off"

// You can specify GPS location. By default, this location is 47.6204,
-122.3491
// latitude 44.97005
// longitude -93.28872
}
// By default, the Instrumentation test is used.
// If you want to use a different test type, configure it here.
// You can set only one test type (for example, Calabash, Fuzz, and so on)
// Fuzz
// fuzz { }
// Calabash
// calabash { tests file("path-to-features.zip") }
}

3.

次のタスク (gradle devicefarmUpload) を使用して Device Farm テストを実行します。
ビルド出力で Device Farm コンソールへのリンクが出力され、テストの実行をモニタリングできま
す。

次のステップ : IAM ユーザーの作成 (p. 233)

ステップ 3: IAM の生成うサー
AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、AWS リソースで作業するためのアクセス許可
とポリシーを管理できます。このトピックでは AWS Device Farm リソースにアクセスするアクセス許可
を持つ IAM ユーザーの作成方法について説明します。
手順 1 と 2 を実行していない場合は、IAM ユーザーを作成する前に完了してください。
Device Farm へのアクセスには、AWS ルートアカウントは使用しないことをお勧めします。代わり
に、AWS アカウントに新しい IAM ユーザーを作成 (または既存の IAM ユーザーを使用) し、その IAM
ユーザーで Device Farm にアクセスします。

Note
次のステップを完了するために使用する AWS ルートアカウントまたは IAM ユーザーには、次の
IAM ポリシーを作成し、その IAM ユーザーにアタッチするアクセス許可が付与されている必要が
あります。詳細については、「ポリシーの使用」を参照してください。

IAM で適切なアクセスポリシーを持つ、新しいユーザーを作成するには
1.

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

2.

[Users] (ユーザー) を選択します。

3.

[Create New Users] (新規ユーザーの作成) を選択します。

4.

任意のユーザー名を入力します。
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例えば、GradleUser。
5.
6.
7.
8.
9.

[Create] (作成) を選択します。
[Download Credentials] (認証情報のダウンロード) を選択し、後で簡単に取得できる場所に保存しま
す。
[Close] (閉じる) を選択します。
リスト内でユーザー名を選択します。
[Permissions] (アクセス許可) で、右側にある下矢印をクリックして [Inline Policies] (インラインポリ
シー) ヘッダーを展開します。

10. [There are no inline policies to show] (表示するインラインポリシーはありません) が表示され [Click
here] (ここをクリック) を選択します。作成するには、ここをクリックしてください。
11. [Set Permissions] (アクセス許可の設定) 画面で [Custom Policy] (カスタムポリシー) を選択します。
12. [Select] (選択) を選択します。
13. ポリシーに名前を付けます (例: AWSDeviceFarmGradlePolicy)。
14. 次のポリシーを [Policy Document] (ポリシードキュメント) に貼り付けます。
{

}

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

15. [Apply Policy] (ポリシーを適用) を選択します。
次のステップ: テストタイプの設定 (p. 234)。
詳細については、「IAM ユーザーの作成 (AWS Management Console)」または「セットアップ (p. 3)」を
参照してください。

ステップ 4: テストタイプの設定
デフォルトでは、AWS Device Farm Gradle プラグインは Android および AWS Device Farm の計器の
操作 (p. 68) テストを実行します。独自のテストを実行、または追加のパラメーターを指定する場合は、
テストタイプを設定することもできます。このトピックでは、利用可能な各テストタイプに関する情報
と、Android Studio で使用するために設定する必要がある内容について説明します。Device Farm で使用
できるテストタイプの詳細については、「AWS Device Farm のテストタイプでの作業 (p. 54)」を参照し
てください。
まだ行っていない場合は、テストタイプを設定する前に手順 1～3 を完了します。

Note
デバイススロット (p. 8)を使用している場合、デバイススロット機能はデフォルトで無効になって
います。

Appium
Device Farm では、Android の Appium Java JUnit および TestNG についてのサポートを提供しています。
• Appium (Java (JUnit)) (p. 55)
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• Appium (Java (TestNG)) (p. 55)
useTestNG() または useJUnit() を選択します。デフォルトは JUnit ですが、明示的に指定する必要
はありません。
appium {
tests file("path to zip file") // required
useTestNG() // or useJUnit()
}

組み込み:エクスプローラー
Device Farm には、カスタムテストスクリプトを記述せずに、アプリケーションでユーザーフローをテス
トする組み込みのアプリケーションエクスプローラーが用意されています。ログインを必要とするシナリ
オをテストするためにユーザー名とパスワードを指定できます。ユーザー名とパスワードを設定する方法
を次に示します。
appexplorer {
username "my-username"
password "my-password"
}

詳細については、「ビルトイン:エクスプローラー (アンドロイド) (p. 77)」を参照してください。

Built-in: ファズ
Device Farm には、ランダムにユーザーインターフェイスのイベントをデバイスに送信し、その結果をレ
ポートする組み込みのファズテストタイプが用意されています。
fuzz {
eventThrottle 50 // optional default
eventCount 6000 // optional default
randomizerSeed 1234 // optional default blank
}

詳細については、「組み込みのファズ（Android および iOS） (p. 77)」を参照してください。

Calabash
Device Farm では Calabash for Android がサポートされています。Android Calabash のテストの準備方法
については、「Android tests with Calabash (p. 66)」を参照してください。
calabash {
tests file("path to zip file") // required
tags "my tags" // optional calabash tags
profile "my profile" // optional calabash profile
}

インストルメンテーション
Device Farm では、Android 用の計器 (JUnit、Espresso、Robotium、または実装ベースのテスト) のサポー
トを提供します。詳細については、「Android および AWS Device Farm の計器の操作 (p. 68)」を参照し
てください。
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Gradle でインストルメンテーションテストを実行する場合、Device Farm では、[androidTest] ディレクト
リから生成された .apk ファイルをテストのソースとして使用します。
instrumentation {
filter "test filter per developer docs" // optional
}

UI Automator
アプリケーションと UI Automator ベースのテストを .jar ファイルにアップロードします。
uiautomator {
tests file("path to uiautomator jar file") // required
filter "test filter per developer docs" // optional
}

詳細については、UI Automator (p. 70)を参照してください。

依存関係
ランタイム
• Device Farm Gradle プラグインには、AWS Mobile SDK 1.10.15 以降が必要です。SDK のインストール
および詳細については、「AWS Mobile SDK」を参照してください。
• Android ツールビルダーテスト api 0.5.2
• Apache Commons Lang3 3.3.4
ユニットテストの場合
• Testng 6.8.8
• Jmockit 1.19
• Android gradle ツール 1.3.0
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ドキュメント履歴
以下の表に、このガイドの前回のリリース以降に行われた重要な変更を示します。
変更

説明

変更日

Polaris UI の更新

Device Farm コンソール は、現在 Polaris フレームワークがサ
ポートされます。

2021 年 7 月
28 日

Python 3 のサポート

Device Farm は、現在カスタムモードテストで Python 3 をサ
ポートするようになりました。テストパッケージでの Python 3
の使用方法の詳細については、こちらを参照してください。

2020 年 4 月
20 日

• Appium (Python) (p. 55)
• Appium (Python) (p. 55)
新しいセキュリティ
情報と AWS リソース
のタグ付けに関する情
報。

AWS のサービスの保護をより容易かつ包括的にするため
に、セキュリティに関する新しいセクションが作成されま
した。詳細については、「AWS Device Farm でのセキュリ
ティ (p. 200)」を参照してください。

2020 年 3 月
27 日

Device Farm でのタグ付けに関する新しいセクションが追加さ
れました。タグ付けの詳細については、「Device Farm でのタ
グ付け (p. 52)」を参照してください。
ダイレクトデバイス
アクセスの削除。

直接デバイスアクセス (プライベートデバイスでのリモートデ
バッグ) は、一般的な使用目的には利用できなくなりました。
直接デバイスアクセスの今後の利用可能性については、こちら
までお問い合わせください。

2019 年 9 月
9日

Gradle プラグイン設
定の更新

更新された Gradle プラグイン設定には、カスタマイズ可能
なバージョンの Gradle 設定が含まれ、オプションのパラメー
ターはコメントアウトされています。Device Farm Gradle プラ
グインのセットアップ (p. 231) の詳細を確認してください。

2019 年 8 月
16 日

XCTest を使用したテ XCTest フレームワークを使用するテストランでは、テスト用
ストランの新しい要件 に構築されたアプリケーションパッケージが Device Farm で必
要になります。the section called “XCTest” (p. 73) の詳細を確
認してください。

2019 年 2 月
4日

カスタム環境での
Appium Node.js およ
び Appium Ruby テス
トタイプのサポート

Appium Node.js と Appium Ruby の両方のカスタムテスト環境
でテストを実行できます。AWS Device Farm のテストタイプ
での作業 (p. 54) の詳細を確認してください。

2019 年 1 月
10 日

Appium サーバーバー
ジョン 1.7.2 が標準環
境とカスタム環境の両
方でサポートされるよ
うになりました。カス
タムテストスペックの
YAML ファイルを使用
したバージョン 1.8.1
がカスタムテスト環境
でサポートされるよう
になりました。

Appium サーバーバージョン 1.72、1.71、および 1.6.5 を使用
して、標準テスト環境とカスタムのテスト環境の両方でテスト
を実行できるようになりました。また、カスタムのテスト環境
で、カスタムのテストスペック YAML ファイルを使用して、
バージョン 1.8.1 および 1.8.0 のテストを実行することもでき
ます。AWS Device Farm のテストタイプでの作業 (p. 54) の詳
細を確認してください。

2018 年 10 月
2日
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変更

説明

変更日

カスタムのテスト環境 カスタムテスト環境を使用すると、ローカル環境でテストを
実行するのと同様にテストの実行ができます。Device Farm で
は、ライブログやビデオストリーミングのサポートが提供され
るようになったため、カスタムのテスト環境で実行されるテス
トに関するフィードバックを素早く取得できます。カスタムテ
スト環境での作業 (p. 79) の詳細を確認してください。

2018 年 8 月
16 日

AWS CodePipeline の
テストプロバイダとし
て Device Farm の使
用をサポート

2018 年 7 月
19 日

でパイプラインを設定できるようになりました。AWS
CodePipelineリリースプロセスでテストアクションとして
AWS Device Farm を使用するように。 CodePipeline を使用
すると、リポジトリをビルドおよびテストステージにすばや
くリンクして、ニーズに応じてカスタマイズした継続的な統
合システムを実現できます。での AWS Device Farm の使用
CodePipeline テストステージ (p. 117) の詳細を確認してくださ
い。

プライベートデバイス プライベートデバイスを使用してテストランをスケジュール
2018 年 5 月
のサポート
し、リモートアクセスセッションを開始できるようになりまし 2 日
た。これらのデバイスのプロファイルと設定の管理、Amazon
VPC エンドポイントの作成によるプライベートアプリケーショ
ンのテスト、およびリモートデバッグセッションの作成を行う
ことができます。AWS Device Farm ファームでのプライベー
トデバイスの使用 (p. 94) の詳細を確認してください。
Appium 1.6.3 のサ
ポート

Appium カスタムテストの Appium バージョンを設定できるよ
うになりました。

2017 年 3 月
21 日

テストランの実行タイ テストランの実行タイムアウトまたはプロジェクトのすべての
ムアウトを設定する
テストの実行タイムアウトを設定できます。AWS Device Farm
でのテストラン実行タイムアウトの設定について (p. 33) の詳
細を確認してください。

2017 年 2 月
9日

ネットワークシェーピ テストラン用のネットワーク接続と条件をシミュレートできる
ング
ようになりました。AWS Device Farm 実行用のネットワーク
接続と条件をシミュレーションする (p. 34) の詳細を確認して
ください。

2016 年 12 月
8日

トラブルシューティン Device Farm コンソールで発生する可能性のあるエラーメッ
グセクションの新規追 セージを解決するための一連の手順を使用して、テストパッ
加
ケージのアップロードのトラブルシューティングができるよう
になりました。Device Farm エラーのトラブルシュー (p. 127)
の詳細を確認してください。

2016 年 8 月
10 日

リモートアクセスセッ コンソールで単一のデバイスにリモートでアクセスして連携で
ション
きるようになりました。リモートアクセス作業 (p. 90) の詳細
を確認してください。

2016 年 4 月
19 日

デバイススロットセル AWS Management Console、AWS Command Line Interface、
フサービス
または API を使用して、デバイススロットを購入できるように
なりました。a を購入するd.デバイスslotDevice Farm (p. 8) 方
法の詳細情報。

2016 年 3 月
22 日

テストランの停止方法 AWS Management Console、AWS Command Line Interface、
または API を使用して、テストランを停止できるようになりま
した。AWS Device Farm での実行の停止 (p. 37) 方法の詳細情
報。

2016 年 3 月
22 日
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変更

説明

変更日

XCTest UI テストタイ
プの新規追加

iOS アプリケーションで XCTest UI カスタムテストを実行でき
るようになりました。XCTest UI (p. 75) テストタイプの詳細情
報。

2016 年 3 月
8日

Appium Python テスト Android、iOS、およびウェブアプリケーションで Appium
タイプの新規追加
Python カスタムテストを実行できるようになりました。AWS
Device Farm のテストタイプでの作業 (p. 54) の詳細を確認し
てください。

2016 年 1 月
19 日

ウェブアプリケーショ ウェブアプリケーションで Appium Java JUnit および TestNG
ンテストタイプ
カスタムテストを実行できるようになりました。AWS Device
Farm でのウェブアプリケーションテスト作業 (p. 76) の詳細を
確認してください。

2015 年 11 月
19 日

AWS Device Farm
Gradle プラグイン

Device Farm Gradle プラグイン (p. 231) のインストールおよび
使用方法の詳細情報。

2015 年 9 月
28 日

Android 組み込み
テストの新規追加:
Explorer

ビルトイン:エクスプローラー (アンドロイド) (p. 77) の詳細を
確認してください。エクスプローラーテストでは、各画面をエ
ンドユーザーであるかのように分析してアプリケーションをク
ロールし、調査中のスクリーンショットを取得します。

2015 年 9 月
16 日

iOS サポートの追加

iOS デバイスのテストと iOS テスト (XCTest を含む) の実行の
詳細については、「AWS Device Farm のテストタイプでの作
業 (p. 54)」を参照してください。

2015 年 8 月
4日

初回一般リリース

これは『AWS Device Farm 開発者ガイド』の初回一般リリー
スです。

2015 年 7 月
13 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、AWS 全般のリファレンスの AWS 用語集を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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