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Lambda が適している用途

AWS Lambda とは
Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピューティング
サービスです。Lambda は可用性の高いコンピューティングインフラストラクチャでコードを実行し、コ
ンピューティングリソースに関するすべての管理を行います。これには、サーバーおよびオペレーティン
グシステムのメンテナンス、容量のプロビジョニングおよび自動スケーリング、さらにログ記録などが含
まれます。Lambda を使用すると、実質どのようなタイプのアプリケーションやバックエンドサービスに
対してもコードを実行できます。必要なのは、Lambda がサポートするいずれかの言語 (p. 84)でコード
を指定することだけです。

Note
AWS Lambda デベロッパーガイドは、サポートされている言語の 1 つを使用したプログラムの
コーディング、コンパイル、デプロイの経験があることを前提としています。
コードを Lambda 関数 (p. 12)に整理します。Lambda は必要に応じて関数を実行し、1 日あたり数個
から 1 秒あたり数千個のリクエストまで自動的にスケーリングします。課金は実際に消費したコンピュー
ティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。
Lambda API を使用して Lambda 関数を呼び出したり、他の AWS のサービスからのイベントに応答して
Lambda が関数を実行したりできます 例えば、Lambda を使用して以下のことができます。
• AWS のサービス (Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) や Amazon DynamoDB など) のデータ
処理トリガーの構築。
• Amazon Kinesis に保存されたストリーミングデータの処理。
• AWS 規模、パフォーマンス、セキュリティで動作する独自のバックエンドの作成。
Lambda は可用性の高いサービスです。詳細については、「AWS Lambda サービスレベルアグリーメン
ト」を参照してください。
セクション
• Lambda が適している用途 (p. 1)
• Lambda の機能 (p. 2)
• Lambda の開始方法 (p. 2)
• 関連サービス (p. 3)
• Lambda へのアクセス (p. 3)
• Lambda の料金 (p. 4)

Lambda が適している用途
Lambda は、多くのアプリケーションシナリオにとって最適なコンピューティングサービスです。Lambda
によって提供されるリソース内で Lambda スタンダードランタイム環境 (p. 103)を使用しながら、アプ
リケーションのコードを実行できます。
Lambda を使用する際、ユーザーが責任を負うのはコードのみです。Lambda によって、コードを実行す
るメモリのバランス、CPU、ネットワーク、その他のリソースを提供するコンピューティングフリートが
管理されます。Lambda がこれらのリソースを管理するため、コンピューティングインスタンスにログイ
ンしたり、提供されたランタイム (p. 84)のオペレーティングシステムをカスタマイズしたりすることは
できません。Lambda は、容量の管理、モニタリング、Lambda 関数のログ記録など、運用および管理ア
クティビティをユーザーに代わって実行します。
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Lambda の機能

AWS では、独自のコンピューティングリソースを管理する必要があるお客様に対しても、その目的に適し
た、他のコンピューティングサービスをご用意しています。次に例を示します。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、選択するさまざまな EC2 インスタンスタイプを提
供します。このため、オペレーティングシステム、ネットワークやセキュリティの設定、ソフトウェ
アスタック全体をカスタマイズすることができます。容量のプロビジョニング、フリートの状態とパ
フォーマンスのモニタリング、および耐障害性のためのアベイラビリティゾーンの使用は、お客様が行
う作業となります。
• AWS Elastic Beanstalk では、アプリケーションを Amazon EC2 にデプロイし、スケーリングできま
す。基盤となる EC2 インスタンスに対する所有権と完全なコントロール権は、お客様が保持します。

Lambda の機能
次の主要な機能は、スケーラブルで安全で拡張が容易な Lambda アプリケーションの開発に役立ちます。
同時実行とスケーリングコントロール
同時実行制限やプロビジョニングされた同時実行などの 同時実行とスケーリング制御 (p. 30) によ
り、製品アプリケーションのスケーリングと応答性をきめ細かく制御できます。
コンテナイメージとして定義された関数
お好きなコンテナイメージ (p. 148)ツール、ワークフロー、依存関係を使用して、Lambda 関数を構
築、テスト、デプロイできます。
コード署名
Lambda のコード署名 (p. 218)により、信頼性と整合性を管理できます。それにより、承認されたデ
ベロッパーによって公開された未変更のコードのみが、Lambda 関数にデプロイされていることを確
認できます。
Lambda の拡張
Lambda 拡張機能 (p. 104)を使用して Lambda 関数を補強できます。拡張機能を使用すると、モニ
タリング、観測、セキュリティ、ガバナンス用のお気に入りのツールと Lambda を容易に統合できま
す。
関数ブループリント
関数ブループリントは、他の AWS サービスやサードパーティーのアプリケーションで Lambda を使
用する方法を示すサンプルコードを提供します。ブループリントには、Node.js および Python ランタ
イム用のサンプルコードおよび関数設定プリセットが含まれています。
データベースアクセス
データベースプロキシ (p. 208) は、データベース接続のプールを管理し、関数からのクエリを中継
します。これにより、関数はデータベース接続を使い果たすことなく、同時実行レベルを上げること
ができます。
ファイルシステムのアクセス
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステム (p. 213)をローカルディレクトリにマ
ウントするように関数を設定できます。Amazon EFS を使用すると、関数コードは共有リソースに安
全かつ高い同時実行数でアクセスして変更できます。

Lambda の開始方法
Lambda を効果的に操作するには、次のドメインにおけるコーディングの経験と専門知識が必要です。
• Linux OS とコマンド、および、プロセス、スレッド、ファイル権限などの概念。
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関連サービス

• クラウドの概念と IP ネットワークの概念 (パブリックネットワークとプライベートネットワーク)。
• IPC、キュー、メッセージング、通知、同時実行としての、HTTP などの分散コンピューティングの概
念。
• セキュリティサービスと概念に精通していること: AWS Identity and Access Management (IAM) とア
クセス制御の原則、およびAWS Key Management Service (AWS KMS) と公開キーインフラストラク
チャ。
• Lambda と対話する主要なサービスに関する知識: Amazon API Gateway、Amazon S3、Amazon Simple
Queue Service (Amazon SQS)、DynamoDB。
• Linux を使用して EC2 インスタンスを設定する。
Lambda を初めて使用する場合は、ベーシックな学習に役立つ以下のトピックからスタートすることをお
勧めします。
1. Lambda の製品概要と、「Lambda 使用開始」ページをお読みください。
2. Lambda コンソールを使用して Lambda 関数を作成してテストするには、コンソールベースの使用開始
演習 (p. 8)をお試しください。この演習では、Lambda プログラミングモデルやその他の概念につ
いて説明します。
3. コンテナイメージのワークフローに精通しているという場合は、使用開始演習を実行して、コンテナイ
メージとして定義された Lambda 関数を作成 (p. 140)してください。
AWS では、サーバーレスアプリケーションと Lambda について学習するための次のリソースも提供して
います。
• AWS コンピューティングブログには Lambda に関する役立つ記事が掲載されています。
• AWS Serverless は AWS サーバーレス開発に関連するブログ、ビデオ、トレーニングを提供します。
• AWS オンラインテクニカルトーク YouTube チャンネルには、Lambda 関連トピックに関する動画が投
稿されています。サーバーレスアプリケーションと Lambda の概要については、「AWS Lambda とサー
バーレスアプリケーションの概要」ビデオを参照してください。

関連サービス
Lambda は、指定したイベントに基づいて関数を呼び出すために、他の AWS のサービス (p. 509)と統合
されます。次に例を示します。
• Lambda 関数へ HTTP リクエストをルーティングする ウェブ API 用の安全でスケーラブルなゲートウェ
イを提供するために、API Gateway (p. 515) を使用します。
• キューまたはデータストリームを生成するサービス (DynamoDB (p. 572) や Kinesis (p. 627) など) の
場合、Lambda はサービスからキューまたはデータストリームをポーリングし、受信したデータを処理
する関数を呼び出します。
• オブジェクトが作成または削除されたときなどに、Amazon S3 オブジェクトを処理する Lambda 関数
を呼び出す Amazon S3 (p. 677) イベントを定義します。
• Lambda 関数を使用して、Amazon SQS (p. 712) メッセージまたはAmazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) (p. 704) 通知を処理します。
• AWS Step Functions (p. 804)を使用して、ステートマシンと呼ばれるサーバーレスワークフローに
Lambda 関数を連結します。

Lambda へのアクセス
次のいずれかのインタフェースを使用して、Lambda 関数を作成、呼び出し、管理できます。
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• AWS マネジメントコンソールは、関数にアクセスするためのウェブインターフェースを提供します。詳
細については、「Lambda コンソール (p. 39)」を参照してください。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) – Lambda を含むさまざまな AWS サービス用のコマンドを備
え、Windows、macOS、Linux でサポートされています。詳細については、「AWS CLI での Lambda の
使用 (p. 46)」を参照してください。
• AWS SDK – 言語固有の API を提供し、署名の計算、リクエストの再試行処理、エラー処理など、各種
接続の詳細を管理します。詳細については、AWSSDK をご参照ください。
• AWS CloudFormation – Lambda アプリケーションを定義するテンプレートを作成します。詳細につい
ては、「AWS Lambda アプリケーション (p. 780) 」を参照してください。AWS CloudFormation は
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)もサポートしています。
• AWS Serverless Application Model (AWS SAM) – AWSサーバレスアプリケーションを設定および管理す
るためのテンプレートと CLI を提供します。詳細については、「SAM CLI (p. 6)」を参照してくだ
さい。

Lambda の料金
Lambda 関数の作成に追加料金はかかりません。関数の実行や、Lambda と他の AWS サービス間のデー
タ転送には料金が発生します。一部のオプション Lambda 機能 (プロビジョニングされた同時実行な
ど (p. 186)) にも料金が発生します。詳細については、AWS Lambda 料金を参照してください。
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前提条件
AWS Lambda を使用するには、AWS アカウントが必要です。コマンドラインから Lambda 関数を設定し
て使用する場合は、AWS CLI を設定します。使用する環境と言語の必要に応じて、他の開発ツールやビル
ドツールを設定できます。
セクション
• AWS アカウント (p. 5)
• AWS CLI (p. 5)
• AWS SAM (p. 6)
• AWS SAM CLI (p. 6)
• コンテナイメージ用のツール (p. 6)
• コード作成ツール (p. 6)

AWS アカウント
Lambda および他の AWS のサービスを使用するには、AWS アカウントが必要です。アカウントをお持ち
でない場合は、aws.amazon.com にアクセスし、[Create an AWS Account] (アカウントを作成する) を選
択します。この手順については、「How do I create and activate a new AWS account? (新規アカウントを
作成してアクティベートする方法を教えてください)」を参照してください。
ベストプラクティスは、管理者権限を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを作成し
た上で、ルート認証情報が不要なすべての作業でその IAM ユーザーを使用することです。コンソールアク
セス用のパスワードと、コマンドラインツールを使用するためのアクセスキーを、それぞれ作成します。
手順については、IAM ユーザーガイドの「最初の IAM 管理ユーザーおよびグループの作成」を参照してく
ださい。

AWS CLI
コマンドラインから Lambda 関数を設定して使用する場合は、AWS Command Line Interface (AWS CLI)
をインストールします。このガイドのチュートリアルでは、すべての Lambda API オペレーションのコマ
ンドを含む AWS CLI を使用します。一部の機能は Lambda コンソールでは使用できません。また、アク
セスできるのは AWS CLI または AWS SDK からのみです。
AWS CLIを設定するには、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの次のトピックを参照してくだ
さい。。
• AWS CLI のインストール、更新、アンインストール
• AWS CLI の設定
AWS CLI が正しく設定されていることを確認するには、list-functions コマンドを実行して、現在の
AWS リージョンにある Lambda 関数のリストを表示します。
aws lambda list-functions
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AWS SAM
AWS Serverless Application Model (AWS SAM) は、より高いレベルでサーバーレスアプリケーション
を定義できる、AWS CloudFormation テンプレート言語の拡張機能です。AWS SAMでは、関数ロール
の作成などの一般的なタスクが抽象化され、テンプレートの作成が容易になります。AWS SAMは AWS
CloudFormation によって直接サポートされており、AWS CLI および AWS SAM CLI による追加機能が含
まれています。
AWS SAM テンプレートの詳細については、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドの
「AWS SAM の仕様」を参照してください。

AWS SAM CLI
AWS SAM CLI は、AWS SAM アプリケーションの管理およびテストに使用できるコマンドラインツール
です。AWS CloudFormation CLI には、AWS CLI で使用可能なアーティファクトのアップロードや AWS
SAM スタックの起動に使用するコマンドに加え、テンプレートの検証や、Docker コンテナ内でのアプリ
ケーションのローカルな実行に使用するコマンドが用意されています。.zip ファイルアーカイブまたはコ
ンテナイメージとしてデプロイされた関数のビルドは、AWS SAM CLI を使用して実行できます。
AWS SAM CLI を設定するには、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドの「AWS SAM
CLI のインストール」を参照してください。

コンテナイメージ用のツール
コンテナイメージとしてデプロイされた関数の作成とテストは、Docker CLI などのネイティブコンテナ
ツールから行うことができます。
Docker CLI の設定については、Docker ドキュメントウェブサイトの「Docker の入手」を参照してくだ
さい。AWS での Docker の使用方法の概要については、Amazon Elastic Container Reg ユーザーガイドの
「AWS CLI を使用した Amazon ECR の開始方法」をを参照してください。

コード作成ツール
Lambda 関数のコードは、Lambda でサポートされている言語で記述することができます。サポートされ
ている言語のリストについては、「Lambda ランタイム (p. 84)」を参照してください。コードのオーサ
リングには、Lambda コンソール、Eclipse 統合開発環境 (IDE)、Visual Studio IDE などのツールを使用で
きます。ただし、使用できるツールおよびオプションは次の要因によって決まります。
• Lambda 関数コードの書き込みに使用する言語。
• コードで使用するライブラリ。Lambda ランタイムは、いくつかのライブラリを提供しています。使用
するライブラリを追加する場合、それらをアップロードする必要があります。
次の表に、Lambda でサポートされる言語、およびそれらで使用できるツールとオプションを一覧表示し
ます。
言語

コードを作成するためのツールとオプション

Node.js

• Lambda コンソール
• IDE プラグインを備えた Visual Studio (AWS Lambdaデベロッ
パーブログで、Visual Studio での AWS のサポートを参照)
• 独自の作成環境
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言語

コードを作成するためのツールとオプション

Java

• を備えた EclipseAWS Toolkit for Eclipse
• AWS Toolkit for JetBrainsを備えた IntelliJ
• 独自の作成環境

C#

• IDE プラグインを備えた Visual Studio (AWS Toolkit for Visual
Studio を参照)
• .NET Core (Microsoft ウェブ サイトで「Download .NET」を参照)
• 独自の作成環境

Python

• Lambda コンソール
• AWS Toolkit for JetBrains を備えた PyCharm
• 独自の作成環境

Ruby

• Lambda コンソール
• 独自の作成環境

Go

• 独自の作成環境

PowerShell

• 独自の作成環境
• PowerShell Core 6.0 (Microsoft ドキュメントのウェブサイトで、
「PowerShell のさまざまなバージョンのインストール」を参照)
• .NET Core 3.1 SDK (Microsoft のウェブサイトで
「Download .NET」を参照)
• AWSLambdaPSCore モジュール (PowerShell Gallery ウェブサイ
トの「AWSLambdaPSCore」を参照)
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Lambda の開始方法
Lambda の使用を開始するには、Lambda コンソールを使用して関数を作成します。関数の作成は数分で
完了し、その呼び出し、ログやメトリクスの表示、データの追跡を行えるようになります。

Note
Lambda および他の AWS のサービスを使用するには、AWS アカウントが必要です。アカウント
をお持ちでない場合は、aws.amazon.com にアクセスして [Create an AWS Account] (AWS アカ
ウントを作成) をクリックしてください。この手順については、「How do I create and activate a
new AWS account? (新規アカウントを作成してアクティベートする方法を教えてください)」を参
照してください。
ベストプラクティスは、管理者権限を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー
を作成した上で、ルート認証情報が不要なすべての作業でその IAM ユーザーを使用することで
す。コンソールアクセス用のパスワードと、コマンドラインツールを使用するためのアクセス
キーを、それぞれ作成します。手順については、IAM ユーザーガイドの「最初の IAM 管理ユー
ザーおよびグループの作成」を参照してください。
Lambda コンソールの関数は、IDE ツールキット、コマンドラインツール、AWS SDK を使用して作成
できます。Lambda コンソールでは、コンパイルされていない言語用のコードエディタ (p. 39)を提供
しており、コードを素早く変更およびテストすることができます。AWS Command Line Interface (AWS
CLI) (p. 46) を使用すると、アドバンスト設定やオートメーションのユースケースのための Lambda API
に直接アクセスできます。
デプロイパッケージを使用して、関数コードを Lambda にデプロイします。Lambda では、次の 2 種類の
デプロイパッケージがサポートされます。
• 関数コードとその依存関係を格納している ZIP ファイルアーカイブ (p. 136)。詳細については、
「Lambda の開始方法 (p. 8)」を参照してください。
• Open Container Initiative (OCI) の仕様に準拠したコンテナーイメージ (p. 148)。

コンソールで Lambda の関数の作成
開始方法に関するこの演習では、コンソールを使用して Lambda 関数を作成します。この関数
は、Lambda により生成されるデフォルトのコードを使用します。Lambda コンソールでは、コンパイル
されていない言語用のコードエディタ (p. 39)を提供しており、コードを素早く変更およびテストするこ
とができます。言語コンパイルの後は、Lambda 関数コードをアップロードするために、.zip アーカイブ
のデプロイパッケージ (p. 36)を作成する必要があります。

関数を作成する
Lambda コンソールを使用して Node.js Lambda 関数を作成します。Lambda は、関数のデフォルトコー
ドを自動的に作成します。

コンソールで Lambda 関数を作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

[Create function] (関数の作成) を選択します。
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3.

4.

基本的な情報 で、以下の作業を行います。
a.

[関数名] に「my-function」と入力します。

b.

[Runtime] (ランタイム) で、[Node.js 14.x] が選択されていることを確認します。Lambda は .NET
(PowerShell、C#)、Go、Java、Node.js、Python、Ruby 用のランタイムを提供します。

[Create function] (関数の作成) を選択します。

Lambda により、Node.js の関数と実行ロール (p. 53)が作成され、ログをアップロードするためのアク
セス許可が関数に付与されます。この Lambda 関数は、ユーザーの関数が呼び出される際に実行ロールを
引き受け、そのロールを使用して AWS SDK のための認証情報を作成し、イベントソースからデータを読
み取ります。

Lambda 関数の呼び出し
コンソールで提供されているサンプルイベントデータを使用して Lambda 関数を呼び出します。

関数を呼び出すには
1.

関数を選択した後、 テスト タブを選択します。

2.

テストイベント セクションで、 新しいイベント を選択します。 テンプレート で、デフォルトの
hello-world オプションのままにします。[Name] (名前) にこのテストの名前を入力し、以下のサンプ
ルイベントテンプレートに注目します。
{

}

3.

"key1": "value1",
"key2": "value2",
"key3": "value3"

[Save changes] (変更の保存)、[Test] (テスト) の順に選択します。ユーザーごとに、関数につき最大
10 個のテストイベントを作成できます。これらのテストイベントを他のユーザーが使用することはで
きません。
Lambda はユーザーに代わって関数を実行します。関数ハンドラーは、サンプルイベントを受け取っ
て、処理します。

4.

正常に完了したら、コンソールに結果が表示されます。
• 実行結果には、実行ステータルが成功と表示されます。関数の実行結果を表示するためには、詳
細を選択します。[Logs] (ログ) リンクをクリックすると、CloudWatch コンソールの [Log groups
(ロググループ)] ページが開きます。
• [Summary] セクションには、[Log output] セクション（実行ログの REPORT 行）にレポートされた
重要な情報が表示されます。
• [Log output] (ログ出力) セクションには、Lambda で各呼び出しに対して生成されるログが表示さ
れます。関数によって、これらのログが CloudWatch に書き込まれます。Lambda コンソールに、
これらのログが表示されるため便利です。[Click here] (ここをクリックしてください) を選択して
CloudWatch ロググループに追加し、CloudWatch コンソールで [Log groups (ロググループ)] ペー
ジを開きます。

5.

関数をさらに数回実行し ([Test] (テスト) を選択)、次のステップで表示される複数のメトリクスを収
集します。

6.

[Monitor] (モニタリング) タブを選択します。このページでは、Lambda から CloudWatch に送信され
るメトリクスのグラフが表示されます。
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これらのグラフの詳細Lambda コンソールでの関数のモニタリング (p. 736)を参照してください。

クリーンアップ
サンプル関数の使用が終了したら、削除します。コンソールが作成した実行ロールと、関数のログを保存
するためのロググループも削除できます。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.
4.

関数を選択します。
[Actions] (アクション) で[Delete] (削除) を選択します。
[関数の削除] ダイアログボックスで、[削除] を選択します。

ロググループを削除するには
1.
2.

Amazon CloudWatch コンソールの [Log groups (ロググループ)] ページを開きます。

3.
4.

[アクション]、[ロググループの削除] の順にクリックします。
ロググループの削除ダイアログボックスで、[削除] をクリックします。

関数のロググループ (/aws/lambda/my-function) を選択します。

実行ロールを削除するには
1.
2.

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

3.
4.

[Delete role] (ロールの削除) を選択します。
ロールの削除ダイアログボックスで、[はい、削除します] をクリックします。

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

AWS CloudFormation と AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、関数、ロググループ、
ロールの作成とクリーンアップを自動化できます。完全に機能するサンプルアプリケーションについて
は、「Lambda サンプルアプリケーション (p. 822)」を参照してください。
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AWS Lambda の基礎
Lambda 関数は、Lambda の基本原則です。関数を設定するには、Lambda コンソール、Lambda
API、AWS CloudFormation または AWS SAM を使用します。関数のコードを作成し、デプロイパッ
ケージを使用してコードをアップロードします。イベントが発生すると、Lambda が関数を呼び出しま
す。Lambda は、関数の複数のインスタンスを並列に実行します。それらのインスタンスは、同時実行数
とスケーリング制限によって管理されています。
トピック
• Lambda の概念 (p. 12)
• Lambda の機能 (p. 16)
• Lambda プログラミングモデル (p. 22)
• Lambda 命令セットアーキテクチャ (p. 23)
• Lambda 用 VPC ネットワーキング (p. 26)
• Lambda 関数のスケーリング (p. 30)
• Lambda デプロイパッケージ (p. 36)
• Lambda コンソール (p. 39)
• AWS CLI での Lambda の使用 (p. 46)
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Lambda の概念
Lambda が関数のインスタンスを実行してイベントを処理します。Lambda API を使用して関数を直接呼
び出すことができます。または、AWS のサービスあるいはリソースを設定して関数を呼び出すことができ
ます。
概念
• 関数 (p. 12)
• [Trigger] (トリガー) (p. 12)
• [Event] (イベント) (p. 12)
• 実行環境 (p. 13)
• 命令セットアーキテクチャ (p. 13)
• デプロイパッケージ (p. 13)
• ランタイム (p. 13)
• Layer (p. 14)
• 拡張 (p. 14)
• 同時実行 (p. 14)
• Qualifier (p. 15)
• 送信先 (p. 15)

関数
関数とは、Lambda でコードを実行するために呼び出すことができるリソースです。関数には、他の処理
から渡された、もしくは他の AWS のサービスから送信されたイベント (p. 12)を、処理するためのコー
ドが記述されています。
詳細については、「AWS Lambda 関数の設定 (p. 160)」を参照してください。

[Trigger] (トリガー)
トリガーは、Lambda 関数を呼び出すリソースまたは設定です。トリガーの例としては、関数を呼び出す
ように設定できる AWS のサービスやイベントソースマッピング (p. 243)などがあります。イベントソー
スマッピングは、ストリームまたはキューからアイテムを読み取り、関数を呼び出す Lambda のリソース
です。詳細については、「Lambda 関数を呼び出す (p. 231)」および「他のサービスで AWS Lambda を
使用する (p. 509)」を参照してください。

[Event] (イベント)
イベントは、処理する Lambda 関数のデータを含む JSON 形式のドキュメントです。イベントは、ランタ
イムによりオブジェクトに変換された上で、関数のコードに渡されます。関数を呼び出すときは、イベン
トの構造とコンテンツを決定します。

Example カスタムイベント － 気象データ
{

}

"TemperatureK": 281,
"WindKmh": -3,
"HumidityPct": 0.55,
"PressureHPa": 1020
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AWS のサービスで関数を呼び出す場合、そのイベントのシェイプはサービスによって定義されます。

Example サービスイベント — Amazon SNS 通知
{

"Records": [
{
"Sns": {
"Timestamp": "2019-01-02T12:45:07.000Z",
"Signature": "tcc6faL2yUC6dgZdmrwh1Y4cGa/ebXEkAi6RibDsvpi+tE/1+82j...65r==",
"MessageId": "95df01b4-ee98-5cb9-9903-4c221d41eb5e",
"Message": "Hello from SNS!",
...

AWS サービスからのイベントの詳細については、「他のサービスで AWS Lambda を使用す
る (p. 509)」を参照してください。

実行環境
実行環境は、Lambda 関数のための、安全で分離されたランタイム環境を提供します。関数の実行に必要
なプロセスとリソースが、実行環境により管理されます。実行環境からは、関数と、その関数に関連付け
られた任意の拡張機能 (p. 14)のために、ライフサイクルのサポートが提供されます。
詳細については、「AWS Lambda 実行環境 (p. 103)」を参照してください。

命令セットアーキテクチャ
命令セットアーキテクチャは、Lambda が関数の実行に使用するコンピュータプロセッサタイプを決定し
ます。Lambda は、命令セットアーキテクチャの選択肢を提供します。
• arm64 — AWS Graviton2 プロセッサ用の 64 ビット ARM アーキテクチャです。
• x86_64 — x86 ベースプロセッサ用の 64 ビット x86 アーキテクチャです。
詳細については、「Lambda 命令セットアーキテクチャ (p. 23)」を参照してください。

デプロイパッケージ
Lambda 関数コードをデプロイするには、デプロイパッケージを使用します。Lambda では、次の 2 種類
のデプロイパッケージがサポートされます。
• 関数コードとその依存関係を含む .zip ファイルアーカイブ。Lambda は、関数のためのオペレーティン
グシステムとランタイムを提供します。
• Open Container Initiative (OCI) の仕様に準拠したコンテナーイメージ。関数のコードと依存関係をイ
メージに追加します。また、オペレーティングシステムと Lambda ランタイムを含める必要がありま
す。
詳細については、「Lambda デプロイパッケージ (p. 36)」を参照してください。

ランタイム
ランタイムでは、実行環境で実行される言語固有の環境が提供されます。ランタイムは、呼び出しイベン
ト、コンテキスト情報、およびレスポンスを Lambda と関数の間で中継します。Lambda が提供するラン
タイムを使用することも、独自に構築することもできます。コードを .zip ファイルアーカイブとしてパッ
ケージ化する場合は、プログラミング言語に適合したランタイムを使用するように、その関数を設定する
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必要があります。コンテナイメージの場合は、イメージをビルドするときにランタイムをインクルードし
ます。
詳細については、「Lambda ランタイム (p. 84)」を参照してください。

Layer
Lambda レイヤーは、追加のコードまたはデータを含むことができる .zip ファイルアーカイブです。レイ
ヤーには、ライブラリ、 カスタムランタイム (p. 93)、データ、または設定ファイルを含めることがで
きます。
レイヤーにより、Lambda 関数で使用するライブラリとその他の依存関係をパッケージ化する便利な方法
が利用できます。レイヤーを使用することで、アップロードされたデプロイメントアーカイブのサイズを
削減し、コードをデプロイするスピードを速めることができます。レイヤーを使用すると、コードの共有
と責任の分離を促進し、ビジネスロジックの記述をより迅速に繰り返すことができます。
各関数につき最大 5 つのレイヤーを含めることができます。レイヤーは、標準の Lambda デプロイサイズ
クォータ (p. 818)に対してカウントされます。関数にレイヤーを含むと、実行環境においてコンテンツが
/opt ディレクトリに抽出されます。
デフォルトでは、作成したレイヤーは AWS アカウントに対してプライベートになります。レイヤーを他
のアカウントと共有するか、またはパブリックにするか選ぶことができます。別のアカウントによって公
開されたレイヤーを関数が消費する場合、関数は削除後にレイヤーバージョンを引き続き使用することが
できます。または、レイヤーへのアクセス権限が呼び出されます。しかし、削除されたレイヤーバージョ
ンを使用して新しい関数を作成したり、関数を更新することはできません。
コンテナイメージとしてデプロイされた関数はレイヤーを使用しません。代わりに、コンテナイメージを
ビルドする際、必要なランタイム、ライブラリ、およびその他の依存関係を、そのイメージ内にパッケー
ジ化します。
詳細については、「Lambda レイヤーの作成と共有 (p. 161)」を参照してください。

拡張
Lambda 拡張機能を使用すると、関数を拡張できます。例えば、拡張機能を使用して、任意のモニタリン
グツール、オブザーバビリティツール、セキュリティツール、およびガバナンスツールに関数を統合でき
ます。AWS Lambda パートナーが提供する幅広いツールセットから選択することも、独自の Lambda 拡張
機能を作成 (p. 104)することもできます。
内部拡張機能はランタイムプロセスで実行され、ランタイムと同じライフサイクルを共有します。外部拡
張機能は、実行環境で別のプロセスとして実行されます。外部拡張機能は、関数が呼び出される前に初期
化されます。また、関数のランタイムと並行して実行され、関数の呼び出しが完了した後も引き続き実行
されます。
詳細については、「Lambda 拡張機能の使用 (p. 262)」を参照してください。

同時実行
同時実行数とは、ある時点で関数が処理しているリクエストの数を指します。関数が呼び出される
と、Lambda はその関数のインスタンスをプロビジョニングしてイベントを処理します。関数コードの実
行が完了すると、別のリクエストを処理できます。リクエストの処理中に関数が再度呼び出されると、別
のインスタンスがプロビジョンされるため、関数の同時実行数が増加します。
同時実行数は、AWS リージョンレベルのクォータ (p. 818)の対象となります。個々の関数を設定して、
同時実行数を制限したり、特定の同時実行数を達成できるようにしたりすることもできます。詳細につい
ては、「Lambda の予約済み同時実行数の管理 (p. 186)」を参照してください。
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Qualifier
関数を呼び出したり表示したりするときに、バージョンまたはエイリアスを指定するための修飾子を含め
ることができます。バージョンは、数値修飾子を持つ関数のコードと設定の変更不可能なスナップショッ
トです。例えば、my-function:1 です。エイリアスは、バージョンを指すポインタです。このポインタ
では、別のバージョンにマップしたり、2 つのバージョン間でトラフィックを分割したりするための更新
が可能です。例えば、my-function:BLUE です。バージョンとエイリアスを一緒に使用して、クライア
ントが関数を呼び出すための安定したインターフェイスを提供することができます。
詳細については、「Lambda 関数のバージョン (p. 179)」を参照してください。

送信先
送信先は、Lambda が非同期呼び出しからイベントを送信できる AWS リソースです。処理に失敗したイ
ベントの送信先を設定できます。一部のサービスでは、正常に処理されたイベントの宛先もサポートしま
す。
詳細については、「非同期呼び出しの送信先の設定 (p. 237)」を参照してください。
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Lambda の機能
Lambda では、関数の管理と呼び出しを行うためのマネジメントコンソールと APIを提供しています。ま
た、必要に応じて言語間やフレームワーク間の切り替えを簡単にできるように、標準の機能セットをサ
ポートするランタイムが提供されています。関数に加えて、バージョンやエイリアス、レイヤー、カスタ
ムランタイムを作成することもできます。
機能
• [Scaling] (スケーリング) (p. 16)
• 同時実行制御 (p. 17)
• 関数 URL (p. 18)
• 非同期呼び出し (p. 18)
• イベントソースマッピング (p. 19)
• 送信先 (p. 19)
• 関数ブループリント (p. 20)
• テストおよびデプロイのツール (p. 20)
• アプリケーションテンプレート (p. 21)

[Scaling] (スケーリング)
Lambda は、コードを実行するインフラストラクチャを管理し、受信リクエストに応じて自動的にス
ケーリングします。関数の呼び出しが速くて関数の単一のインスタンスではイベントを処理できない場
合、Lambda は追加のインスタンスを実行することでスケールアップします。トラフィックが低下する
と、非アクティブなインスタンスはフリーズまたは停止されます。料金は、関数の初期化中、ならびに関
数がイベントを処理している時間に対してのみ発生します。

詳細については、「Lambda 関数のスケーリング (p. 30)」を参照してください。
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同時実行制御
同時実行数の設定を使用して、本番稼働用アプリケーションの可用性と応答性を高めます。関数が過度の
同時実行数を使用するのを防ぎ、アカウントの使用可能な同時実行数の一部を関数に予約するには、予約
された同時実行数を使用します。同時実行数のリザーブは、使用可能な同時実行のプールをサブセットに
分割します。同時実行数のリザーブがある関数は、専用プールからの同時実行のみを使用します。

レイテンシーの変動なしに関数をスケーリングできるようにするには、プロビジョニングされた同時実行
数を使用します。初期化に時間がかかる関数や、すべての呼び出しできわめて低いレイテンシーを必要と
する関数の場合、プロビジョニングされた同時実行数により、関数のインスタンスを事前に初期化し、常
に実行状態にしておくことができます。Lambda はApplication Auto Scaling と統合されており、使用率に
基づいてプロビジョニングされた同時実行数のオートスケーリングをサポートします。
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詳細については、「Lambda の予約済み同時実行数の管理 (p. 186)」を参照してください。

関数 URL
Lambda は、組み込まれた HTTP エンドポイントサポートを、関数 URL経由で提供します。関数 URL を
使用すると、専用の HTTP エンドポイントを Lambda 関数に割り当てることができます。設定された関数
URL を使用することで、ウェブブラウザ、curl、Postman、または任意の HTTP クライアントから、関数
を呼び出すことができます。
関数 URL は、既存の関数に追加することができます。あるいは、関数 URL を指定しながら新しい関数を
作成します。詳細については、「Lambda 関数 URL の呼び出し (p. 278)」を参照してください。

非同期呼び出し
関数を呼び出す際は、同期的に呼び出すか非同期的に呼び出すかを選択できます。同期呼び出しで
は (p. 232)、イベントを処理する関数を待ってレスポンスを返します。非同期呼び出しでは、Lambda は
イベントをキューに入れて処理し、すぐにレスポンスを返します。
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非同期呼び出しの場合、関数がエラーを返すか、スロットリングされると Lambda は再試行の処理を行い
ます。この動作をカスタマイズするため、関数、バージョン、またはエイリアスのエラー処理設定を定義
できます。また、処理に失敗したイベントをデッドレターキューに送信したり、任意の呼び出しのレコー
ドを送信先 (p. 19)に送信したりするように Lambda を設定することもできます。
詳細については、「非同期呼び出し (p. 235)」を参照してください。

イベントソースマッピング
イベントソースマッピングを作成することで、ストリームまたはキューからの項目を処理できます。イベ
ントソースマッピングは、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー、Amazon Kinesis スト
リーム、または Amazon DynamoDB ストリームから項目を読み取り、バッチとして関数に送信するための
Lambda のリソースです。関数が処理する各イベントには、数百または数千の項目を含めることができま
す。

イベントソースマッピングでは、未処理項目がローカルでキューに保存されており、関数がエラーを返す
かスロットリングされた場合には処理が再試行されます。イベントソースマッピングを設定することで、
バッチ処理の動作とエラー処理をカスタマイズできます。あるいは、処理に失敗した項目のレコードを送
信先に伝達させることも可能です。
詳細については、「Lambda のイベントソースマッピング (p. 243)」を参照してください。

送信先
送信先は、関数の呼び出しレコードを受け取る AWS リソースです。非同期呼び出し (p. 18)の場合、
呼び出しレコードをキュー、トピック、関数、またはイベントバスに送信するように Lambda を設定でき
ます。成功した呼び出しと処理に失敗したイベントに別々の送信先を設定できます。呼び出しレコードに
は、イベント、関数のレスポンス、レコードが送信された理由に関する詳細が含まれます。

19

AWS Lambda デベロッパーガイド
関数ブループリント

ストリームから読み取るイベントソースマッピング (p. 19)の場合、処理に失敗したバッチのレコード
をキューまたはトピックに送信するように Lambda を設定できます。イベントソースマッピングの失敗レ
コードには、バッチに関するメタデータが含まれており、ストリームの項目を指しています。
詳細については、「非同期呼び出しの送信先の設定 (p. 237)」、および「Amazon DynamoDB で AWS
Lambda を使用する (p. 572)」と「Amazon Kinesis で AWS Lambda を使用する (p. 627)」でエラー処
理のセクションを参照してください。

関数ブループリント
Lambda コンソールで関数を作成する場合、最初から作成を開始する、ブループリントを使用するか、コ
ンテナイメージを使用する (p. 36)か、AWS Serverless Application Repository からアプリケーションを
デプロイするかを選択できます。ブループリントからは、AWS のサービスや一般的なサードパーティー
のアプリケーションでの Lambda の使用方法を示すサンプルコードが提供されます。ブループリントに
は、Node.js および Python ランタイム用のサンプルコードおよび関数設定プリセットが含まれています。
ブループリントは、Amazon Software License の下で使用するために提供されています。これら
は、Lambda コンソールでのみ使用できます。

テストおよびデプロイのツール
Lambda では、コードをそのまま、またはコンテナイメージ (p. 36)としてデプロイできます。エコシス
テムの中の豊富なツールを使用して、AWS や Docker コマンドラインインターフェイス (CLI) などの一般
的なコミュニティツールにより、Lambda 関数の作成、ビルド、デプロイを行うことができます。
Docker CLI の設定については、Docker ドキュメントウェブサイトの「Docker の入手」を参照してくださ
い。AWS での Docker の使用方法の概要については、Amazon Elastic Container Reg ユーザーガイドユー
ザーガイドの「AWS CLI を使用した Amazon ECR の開始方法」を参照してください。
AWS CLI (p. 5)および SAM CLI (p. 6) は、Lambda アプリケーションスタックを管理するためのコマンド
ラインツールです。AWS CloudFormation API でアプリケーションスタックを管理するコマンドに加え
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て、AWS CLI は、デプロイパッケージのアップロードやテンプレートの更新などのタスクを簡素化する高
レベルのコマンドをサポートしています。AWS SAM CLI は、テンプレートの検証、ローカルテスト、CI/
CD システムとの統合を含む追加の機能性を提供します。
• AWS SAM CLI のインストール
• AWS SAM でサーバーレスアプリケーションのテストとデバッグ
• AWS SAM で CI/CD システムを使用したサーバーレスアプリケーションのデプロイ

アプリケーションテンプレート
Lambda コンソールでは、継続的デリバリーパイプラインを使用してアプリケーションを作成できま
す。Lambda コンソールのアプリケーションテンプレートには、1 つ以上の関数のコード、関数とそれを
サポートする AWS リソースを定義するためのアプリケーションテンプレート、AWS CodePipeline パイ
プラインを定義するためのインフラストラクチャテンプレートが含まれています。パイプラインには、含
まれている Git リポジトリに変更をプッシュするたびに実行されるビルドとデプロイのステージがありま
す。
アプリケーションテンプレートは、MIT No Attribution ライセンスの下で使用するために提供されていま
す。これらは、Lambda コンソールでのみ使用できます。
詳細については、「Lambda コンソールでの継続的デリバリーによるアプリケーションの作成 (p. 784)」
を参照してください。

21

AWS Lambda デベロッパーガイド
プログラミングモデル

Lambda プログラミングモデル
Lambda では、すべてのランタイムに共通のプログラミングモデルを提供しています。プログラミングモ
デルとは、コードと Lambda システムとの間のインターフェイスを定義するものです。関数設定のハンド
ラを定義して、関数へのエントリポイントを Lambda に伝えます。ランタイムは、呼び出しイベント、お
よび関数名やリクエスト ID などのコンテキストを含むオブジェクトをハンドラーに渡します。
ハンドラーが最初のイベントの処理を終了すると、ランタイムは別のイベントを送信します。関数のクラ
スはメモリ内にとどまるため、初期化コードにおいて、ハンドラーメソッドの外部で宣言されたクライア
ントおよび変数は再利用が可能です。後続のイベントの処理時間を短縮するには、初期化中に AWS SDK
クライアントなどの再利用可能なリソースを作成します。初期化されると、関数の各インスタンスは数千
件のリクエストを処理できます。
AWS X-Ray トレース (p. 731)が有効な場合、ランタイムは初期化と実行のために、別個のサブセグメン
トを記録します。
また、関数は、/tmp ディレクトリ内のローカルストレージにもアクセスできます。リクエストを処理し
ている関数のインスタンスは、リサイクルされるまで数時間アクティブのままになります。
ランタイムは、関数からのログ出力をキャプチャし、Amazon CloudWatch Logs に送信します。ランタイ
ムは、関数の出力をログに記録するだけでなく、関数の呼び出しの開始時と終了時にエントリも記録しま
す。これには、リクエスト ID、請求期間、初期化期間、およびその他の詳細を含むレポートログが含まれ
ます。関数によりエラーがスローされた場合、そのエラーは、ランタイムにより呼び出し元に返信されま
す。

Note
ログ記録は、CloudWatch Logs クォータの対象となります。ログデータは、スロットリングが原
因で失われることがあります。また、場合によっては、関数のインスタンス停止時に失われるこ
とがあります。
プログラミング言語別のプログラミングモデルの実践的な入門ガイドについては、以下の章を参照してく
ださい。
• Node.js による Lambda 関数の構築 (p. 291)
• Python による Lambda 関数の構築 (p. 333)
• Ruby による Lambda 関数の構築 (p. 364)
• Java による Lambda 関数の構築 (p. 390)
• Go による Lambda 関数の構築 (p. 431)
• C# による Lambda 関数の構築 (p. 461)
• PowerShell による Lambda 関数の構築 (p. 494)
Lambda は、需要の増加に応じて追加のインスタンスを実行し、需要の減少に応じてインスタンスを停止
することで関数をスケーリングします。特に明記されていない限り、受信リクエストは、順不同または
同時に処理されます。アプリケーションの状態は他のサービスに保存します。関数のインスタンスが長く
存続するとは想定しないでください。ローカルストレージとクラスレベルのオブジェクトを使用すること
で、パフォーマンスを向上させられます。その場合でも、デプロイパッケージのサイズと実行環境に転送
するデータの量は最小限に抑えてください。
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Lambda 命令セットアーキテクチャ
Lambda 関数の命令セットアーキテクチャは、Lambda が関数の実行に使用するコンピュータプロセッサ
のタイプを決定します。Lambda は、命令セットアーキテクチャの選択肢を提供します。
• arm64 — AWS Graviton2 プロセッサ用の 64 ビット ARM アーキテクチャです。arm64 アーキテクチャ
は、ほとんどの AWS リージョン にあります。
• x86_64 — x86 ベースプロセッサ用の 64 ビット x86 アーキテクチャです。
トピック
• arm64 アーキテクチャを使用する利点 (p. 23)
• arm64 アーキテクチャへの関数の移行 (p. 23)
• arm64 アーキテクチャとの関数コードの互換性 (p. 23)
• 推奨される移行ステップ (p. 24)
• 命令セットアーキテクチャの設定 (p. 24)

arm64 アーキテクチャを使用する利点
arm64 アーキテクチャ (AWS Graviton2 プロセッサ) を使用するLambda 関数は、x86_64 アーキテクチャ
で実行される同等の関数よりも大幅に優れた料金とパフォーマンスを実現します。高性能コンピューティ
ング、ビデオエンコーディング、シミュレーションワークロードなど、コンピュータ集約型のアプリケー
ションに arm64 を使用することを検討してください。
Graviton2 CPU は Neoverse N1 コアを使用し、Armv8.2 (CRCおよび暗号拡張機能を含む) に加えて、複数
の他のアーキテクチャ拡張機能をサポートします。
Graviton2 は vCPU あたりでより大きな L2 キャッシュを提供することにより、メモリの読み取り時間を短
縮します。これにより、ウェブおよびモバイルバックエンド、マイクロサービス、データ処理システムの
レイテンシーパフォーマンスが向上します。Graviton2 は暗号化パフォーマンスも改善し、CPU ベースの
機械学習推論のレイテンシーを改善する命令セットをサポートします。
AWS Graviton2 の詳細については、AWS Graviton プロセッサを参照してください。

arm64 アーキテクチャへの関数の移行
arm64 アーキテクチャに移行する Lambda 関数を選択する際は、スムーズな移行を確保するために、関数
が次の要件を満たしていることを確認してください。
• この関数は現在、Lambda Amazon Linux 2 ランタイムを使用しています。
• デプロイパッケージには、ユーザーが管理するオープンソースコンポーネントとソースコードのみが含
まれており、移行に必要な更新を行うことができます。
• 関数コードにサードパーティーの依存関係が含まれている場合、各ライブラリまたはパッケージは
arm64 バージョンを提供します。

arm64 アーキテクチャとの関数コードの互換性
Lambda 関数コードは、関数の命令セットアーキテクチャと互換性がある必要があります。関数を arm64
アーキテクチャに移行する前に、現在の関数コードに関する次の点に注意してください。
• 組み込みコードエディタを使用して関数コードを追加した場合、コードはどちらのアーキテクチャでも
変更なしで実行される可能性があります。
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• 関数コードをアップロードした場合は、ターゲットアーキテクチャと互換性のある新しいコードをアッ
プロードする必要があります。
• 関数でレイヤーを使用する場合は、各レイヤーをチェックして (p. 229)新しいアーキテクチャと互換性
があることを確認する必要があります。レイヤーに互換性がない場合は、関数を編集して、現在のレイ
ヤーバージョンを互換性のあるレイヤーバージョンに置き換えます。
• 関数で Lambda 拡張機能を使用する場合は、各拡張機能をチェックして、新しいアーキテクチャと互換
性があることを確認する必要があります。
• 関数でコンテナイメージデプロイパッケージタイプを使用する場合は、関数のアーキテクチャと互換性
のある新しいコンテナイメージを作成する必要があります。

推奨される移行ステップ
Lambda 関数を arm64 アーキテクチャに移行するために、次のステップに従うことをお勧めします。
1. アプリケーションまたはワークロードの依存関係のリストを構築します。一般的な依存関係は次のとお
りです。
• 関数が使用するすべてのライブラリとパッケージ。
• コンパイラー、テストスイート、継続的インテグレーション、継続的デリバリー (CI/CD) パイプライ
ン、プロビジョニングツール、スクリプトなど、関数の構築、デプロイ、テストに使用するツール。
• 本番環境で関数をモニタリングするために使用する Lambda 拡張機能およびサードパーティー製ツー
ル。
2. 各依存関係についてバージョンをチェックし、次に、arm64 バージョンが使用可能かどうかをチェック
します。
3. アプリケーションを移行する環境を構築します。
4. アプリケーションをブートストラップします。
5. アプリケーションをテストおよびデバッグします。
6. arm64 関数のパフォーマンスをテストします。x86_64 バージョンとパフォーマンスを比較します。
7. arm64 Lambda 関数をサポートするように、インフラストラクチャパイプラインを更新します。
8. デプロイを本番環境にステージングします。
たとえば、エイリアスルーティング設定 (p. 182)を使用して、関数の x86 バージョンと arm64 バー
ジョン間でトラフィックを分割し、パフォーマンスとレイテンシーを比較します。
Java、Go、.NET、Python の言語固有の情報を含む arm64 アーキテクチャのコード環境を作成する方法の
詳細については、Getting started with AWS Graviton GitHub レポジトリを参照してください。

命令セットアーキテクチャの設定
Lambda コンソール、AWS SDK、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS CloudFormation を使
用して、新しい Lambda 関数の命令セットアーキテクチャを設定できます。関数コードは、.zip アーカイ
ブファイルまたはコンテナイメージデプロイパッケージのいずれかを使用して、Lambda にデプロイでき
ます。
Lambda は arm64 アーキテクチャに次のランタイムを提供します。これらのランタイムはすべて Amazon
Linux 2 オペレーティングシステムを使用します。
• Node.js 12、Node.js 14、Node.js 16
• Python 3.8、Python 3.9
• Java 8 (AL2)、Java 11
• .NET Core 3.1
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• Ruby 2.7
• Amazon Linux 2 のカスタムランタイム

Note
Go 1.x などの Amazon Linux オペレーティングシステムを使用するランタイムは、arm64 アー
キテクチャをサポートしません。arm64 アーキテクチャを使用するには、提供された .al2 ラ
ンタイムで Go を実行します。例として、「提供された.al2 ランタイムの Go 関数を構築す
る (p. 441)」または「提供された.al2 ベースイメージから Go イメージを作成する (p. 444)」
を参照してください。
arm64 アーキテクチャで関数を作成する方法の例については、「AWS Graviton2 プロセッサを搭載した
AWS Lambda 関数」を参照してください。
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Lambda 用 VPC ネットワーキング
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、AWS アカウント専用の、AWS クラウド上の仮想ネッ
トワークです。Amazon VPC を使用して、データベース、キャッシュインスタンス、または内部サービ
スなどのリソースのプライベートネットワークを作成することができます。Amazon VPC の詳細について
は、Amazon VPC とは?を参照してください。
Lambda 関数は、常に Lambda サービスが所有する VPC 内で実行されます。Lambda はこの VPC にネッ
トワークアクセスとセキュリティルールを適用し、VPC を自動的に維持および監視します。Lambda 関数
がアカウント VPC 内のリソースにアクセスする必要がある場合は、VPC にアクセスするための関数を設
定します (p. 197)。Lambda は、Hyperplane ENI という名前のマネージドリソースを提供します。これ
は、Lambda 関数が Lambda VPC からアカウント VPC 内の ENI (Elastic Network Interface) に接続するた
めに使用します。
VPC または Hyperplane ENI は追加料金なしで使用できます。NAT ゲートウェイなど、一部の VPC コン
ポーネントには料金が発生します。詳細については、「Amazon VPC の料金」を参照してください。
トピック
• VPC のネットワーク要素 (p. 26)
• Lambda 関数を VPC に接続する (p. 27)
• Lambda Hyperplane ENI (p. 27)
• 接続 (p. 28)
• セキュリティ (p. 28)
• 可観測性 (p. 29)

VPC のネットワーク要素
Amazon VPC ネットワークには、次のネットワーク要素が含まれます。
• Elastic Network Interface — Elastic Network Interface は、仮想ネットワークカードを表す VPC 内の論理
ネットワーキングコンポーネントです。
• サブネット — VPC の IP アドレスの範囲。AWS リソースは、指定したサブネット内に追加できます。
インターネットに接続する必要があるリソースにはパブリックサブネットを、インターネットに接続し
ないリソースにはプライベートサブネットを使用してください。
• セキュリティグループ — 各サブネットの AWS リソースへのアクセスを制御するために、セキュリティ
グループを使用します。
• アクセスコントロールリスト (ACL) — ネットワーク ACL を使用して、サブネット内のセキュリティを
強化します。デフォルトのサブネット ACL では、すべてのインバウンドトラフィックとアウトバウンド
トラフィックを許可します。
• ルートテーブル - AWS が VPC のネットワークトラフィックを指示するために使用するルートのセット
が含まれています。サブネットを特定のルートテーブルに明示的に関連付けることができます。デフォ
ルトでは、サブネットはメインルートテーブルと関連付けられています。
• ルート — ルートテーブル内の各ルートは、IP アドレスの範囲と、Lambda がその範囲のトラフィッ
クを送信する宛先を指定します。ルートはターゲット (トラフィックの送信に使用するゲートウェイ、
ネットワークインターフェイス、または接続) も指定します。
• NAT ゲートウェイ - VPC のプライベートサブネットからインターネットへのアクセスを制御する AWS
ネットワークアドレス変換 (NAT) サービス。
• VPC エンドポイント - Amazon VPC エンドポイントを使用すると、インターネット経由または NAT デ
バイス、VPN 接続、AWS Direct Connect 接続を必要とせずに、AWS でホストされているサービスへの
プライベート接続を作成することができます。詳細については、「AWS PrivateLink および VPC エンド
ポイント」を参照してください。
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Amazon VPC のネットワーキング定義の詳細については、「Amazon VPC デベロッパーガイド」の
「Amazon VPC の仕組み」およびアマゾン VPC に関するよくある質問を参照してください。

Lambda 関数を VPC に接続する
Lambda 関数は、常に Lambda サービスが所有する VPC 内で実行されます。デフォルトでは、Lambda 関
数はアカウントの VPC に接続されていません。アカウントの VPC に関数を接続すると、VPC からアクセ
ス権が付与されない限り、関数はインターネットにアクセスできません。
Lambda は、Hyperplane ENI を使用して VPC 内のリソースにアクセスします。Hyperplane ENI は、VPCto-VPC NAT (V2N) を使用して、Lambda VPC からアカウント VPC への NAT 機能を提供します。V2N は
Lambda VPC からアカウント VPC への接続を提供しますが、その逆方向には接続できません。
Lambda 関数を作成する (または VPC 設定を更新すると)、Lambda は、関数の VPC のサブネット構成ご
とに Hyperplane ENI を割り当てます。同じサブネットとセキュリティグループを共有する場合、複数の
Lambda 関数が 1 つのネットワークインターフェイスを共有できます。
他の AWS サービスに接続する場合、VPC とサポートされた AWS サービス間のプライベート通信に VPC
エンドポイントを使用することができます。代わりの方法は、NAT ゲートウェイを使用して、アウトバウ
ンドトラフィックを別の AWS サービスにルーティングすることです。
インターネットへのアクセス権を関数に付与するには、アウトバウンドトラフィックをパブリックサブ
ネットの NAT ゲートウェイにルーティングします。NAT ゲートウェイにはパブリック IP アドレスがある
ため、VPC のインターネットゲートウェイを介してインターネットに接続できます。
Lambda VPC のネットワーキングを設定する方法については、Lambda ネットワーク (p. 197)を参照し
てください。

Lambda Hyperplane ENI
Hyperplane ENI は、Lambda サービスが作成および管理するマネージドネットワークリソースで
す。Lambda VPC 内の複数の実行環境では、Hyperplane ENI を使用して、アカウント内の VPC 内の
リソースに安全にアクセスできます。Hyperplane ENI は、Lambda VPC からアカウント VPC への
NAT 機能を提供します。Hyperplane ENI の詳細は、AWS コンピューティングブログの Improved VPC
networking for AWS Lambda functions を参照してください。
アカウント内で一意のセキュリティグループとサブネットの組み合わせごとに、異なるネットワークイン
ターフェイスが必要です。同じセキュリティグループとサブネットの組み合わせを共有するアカウント内
の機能は、同じネットワークインターフェイスを使用します。
アカウントの関数は ENI リソースを共有するため、ENI ライフサイクルは他の Lambda リソースよりも複
雑です。以下のセクションでは、ENI のライフサイクルについて説明します。
ENI ライフサイクル
• ENI の作成 (p. 27)
• ENI の管理 (p. 28)
• ENI の削除 (p. 28)

ENI の作成
Lambda は、新しく作成された VPC 対応関数、または既存の関数に対する VPC 設定の変更のために
Hyperplane ENI リソースを作成することがあります。Lambda が必要なリソースを作成している間、関数
は保留状態のままになります。Hyperplane ENI の準備が整ったら、関数がアクティブ状態に移行し、ENI
が使用可能になります。Lambda は Hyperplane ENI を作成するのに数分かかる場合があります。
新しく作成された VPC 対応関数の場合、関数上で動作する呼び出しまたはその他の API アクションは、
関数の状態がアクティブに移行するまで失敗します。
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既存の関数への VPC 設定の変更の場合、関数の状態がアクティブに移行するまで、関数の呼び出しは、古
いサブネットおよびセキュリティグループ設定に関連付けられた Hyperplane ENI を引き続き使用します。
Lambda 関数が連続した複数週の間アイドル状態のままである場合、Lambda は未使用の Hyperplane ENI
を再利用し、関数の状態をアイドルに設定します。次の呼び出しにより、Lambda はアイドル関数を再ア
クティブ化します。呼び出しは失敗し、Lambda が Hyperplane ENI の作成または割り当てを完了するま
で、関数は保留状態になります。
関数の状態の詳細については、「Lambda 関数の状態 (p. 256)」を参照してください。

ENI の管理
Lambda は、関数実行ロールのアクセス許可を使用して、ネットワークインターフェイスを作成および管
理します。アカウントで VPC 対応関数に一意のサブネットとセキュリティグループの組み合わせを定義す
ると、Lambda は Hyperplane ENI を作成します。Lambda は、同じサブネットとセキュリティグループの
組み合わせを使用するアカウントの他の VPC 対応関数に Hyperplane ENI を再利用します。
同じ Hyperplane ENI を使用できる Lambda 関数の数にクォータはありません。ただし、各 Hyperplane
ENI は最大 65,000 個の接続/ポートをサポートします。接続数が 65,000 を超えると、Lambda は新しい
Hyperplane ENI を作成して、追加の接続を提供します。
関数設定を更新して別の VPC にアクセスすると、Lambda は以前の VPC の Hyperplane ENI への接続を
終了します。新しい VPC への接続を更新するプロセスには、数分かかる場合があります。この間、関数へ
の呼び出しは以前の VPC を使用し続けます。更新が完了すると、新しい VPC で Hyperplane ENI を使用
して新しい呼び出しが開始されます。この時点で、Lambda 関数は以前の VPC に接続されなくなります。

ENI の削除
関数を更新してその VPC 設定を削除する場合、Lambda はアタッチされた Hyperplane ENI を削除するの
に最大 20 分かかります。Lambda は、他の関数 (または発行された関数のバージョン) がその Hyperplane
ENI を使用していない場合にのみ ENI を削除します。
Lambda は、関数実行ロール (p. 53)のアクセス許可により、Hyperplane ENI を削除します。Lambda
がHyperplane ENI を削除する前に実行ロールを削除すると、Lambda はHyperplane ENI を削除できませ
ん。削除は手動で実行できます。
Lambda は、アカウントの関数または関数バージョンで使用されているネットワークインターフェイスを
削除しません。Lambda ENI Finder を使用して、Hyperplane ENI を使用している関数または関数のバー
ジョンを特定することができます。不要になった関数または関数のバージョンについては、Lambda が
Hyperplane ENI を削除するように VPC 設定を削除できます。

接続
Lambda では、TCP (伝送制御プロトコル) と UDP (ユーザーデータグラムプロトコル) の 2 種類の接続が
サポートされています。
VPC を作成する際、Lambda は、DHCP オプションのセットを自動的に作成し、VPC に関連付けま
す。VPC 用に独自の DHCP オプションセットを設定できます。詳細については、Amazon VPC DHCP オ
プションを参照してください。
Amazon は、お客様の VPC 用の DNS サーバー (Amazon Route 53 Resolver) を提供しています。詳細に
ついては、VPC の DNS サポートを参照してください。

セキュリティ
AWS は、VPC のセキュリティを高めるために、セキュリティグループとネットワーク ACL を提供しま
す。セキュリティグループは、インスタンスのインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィック
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をコントロールします。ネットワーク ACL は、サブネットのインバウンドトラフィックとアウトバウンド
トラフィックをコントロールします。セキュリティグループは、ほとんどのサブネットに対して十分なア
クセス制御を提供します。VPC に追加のセキュリティレイヤーが必要な場合は、ネットワーク ACL を使
用できます。詳細については、Amazon VPC でのインターネットワークトラフィックのプライバシーを参
照してください。作成するサブネットはすべて、VPC のデフォルトのネットワーク ACL に自動的に関連
付けられます。この関連付けを変更し、デフォルトのネットワーク ACL のコンテンツを変更できます。
一般的なセキュリティのベストプラクティスについては、VPC 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。Lambda API とリソースへのアクセスを管理するために IAM を使用する方法の詳細につ
いては、AWS Lambda アクセス権限 (p. 52)を参照してください。
VPC 設定で Lambda 固有の条件キーを使用して、Lambda 関数に追加のアクセス許可コントロールを提供
できます。VPC 条件キーの詳細については、VPC 設定で IAM 条件キーを使用する (p. 200)を参照してく
ださい。

可観測性
VPC フローログを使用して、ネットワークインターフェイス間で送受信される IP トラフィックに関する
情報を取得できます。フローログデータは Amazon CloudWatch Logs または Amazon S3 に発行できま
す。フローログを作成すると、選択した送信先でそのデータを取得して表示できます。
注: 関数を VPC にアタッチすると、CloudWatch ログメッセージは VPC ルートを使用しません。Lambda
はログの通常のルーティングを使用して送信します。
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Lambda 関数のスケーリング
初めて関数を呼び出すと、AWS Lambda により、関数のインスタンスが作成され、イベントを処理する
ためのハンドラーメソッドが実行されます。関数はレスポンスを返すときに、アクティブなまま待機し
た上で追加のイベントを処理します。最初のイベントの処理中に関数を再度呼び出すと、Lambda は別
のインスタンスを初期化し、関数は 2 つのイベントを同時に処理します。さらにイベントが入ってくる
と、Lambda は使用可能なインスタンスにそれらを送信し、必要に応じて新しいインスタンスを作成しま
す。リクエストの数が減少すると、Lambda は他の関数のスケーリングキャパシティーを解放するため、
使用されていないインスタンスを停止します。
リージョンのデフォルトの同時実行クォータは 1,000 インスタンスから開始します。詳細情報、またはこ
のクォータの増加のリクエストについては、Lambda クォータ (p. 818)を参照してください。関数ごとに
容量を割り当てるには、関数に同時実行数のリザーブ (p. 186)を設定することができます。
関数の同時実行数は、複数のリクエストを同時に処理するインスタンスの数を指します。最初のトラ
フィックバーストの場合、リージョンでの関数の累積同時実行数は最初のレベル (500 ～ 3000 の間) に達
する可能性があり、これはリージョンによって異なります。バースト同時実行クォータは機能単位ではな
く、リージョン内のすべての機能に適用されます。

バースト同時実行クォータ
• 3000 — 米国西部 (オレゴン)、米国東部 (バージニア北部)、欧州 (アイルランド)
• 1000 — アジアパシフィック (東京)、欧州 (フランクフルト)、米国東部 (オハイオ)
• 500 － その他のリージョン
最初のバーストの後、関数の同時実行数は、1 分ごとにさらに 500 インスタンス増加します。これは、す
べてのリクエストを処理できる十分なインスタンス数が確保されるまで、または同時実行数の上限に達す
るまで続きます。リクエストが入ってくるスピードに関数のスケールが追いつけない場合、または関数が
同時実行数の最大値に達した場合は、追加リクエストはスロットルエラーで失敗します (ステータスコー
ド 429)。
次の例は、トラフィックのスパイクを処理する関数を示しています。呼び出しが指数関数的に増加する
と、関数はスケールアップします。利用可能なインスタンスにルーティングできないリクエストに対して
は、新しいインスタンスが初期化されます。同時実行数のバーストの制限に達すると、関数は直線的にス
ケーリングを開始します。同時実行数がすべてのリクエストを処理するのに十分ではない場合、追加のリ
クエストはスロットリングされて再試行されます。
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Legend
•

関数のインスタンス数

•

未処理のリクエスト数

•

スロットリング対象

関数は、関数のリージョンのアカウントの同時実行数制限に達するまで、スケーリングを続けます。関数
が需要に追いついてリクエストが減少し、関数の未使用のインスタンスはしばらくアイドル状態になった
後に停止します。未使用のインスタンスは、リクエストを待機している間はフリーズされるため、料金は
発生しません。
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関数がスケールアップすると、各インスタンスによって処理される最初のリクエストは、コードのロード
と初期化にかかる時間の影響を受けます。初期化コード (p. 22)に長い時間がかかる場合、平均レイテン
シーとパーセンタイルレイテンシーへの影響が大きくなる可能性があります。レイテンシーの変動なしに
関数をスケーリングできるようにするには、プロビジョニングされた同時実行数 (p. 189)を使用します。
次の例は、プロビジョニングされた同時実行数を使用し、トラフィックのスパイクを処理する関数を示し
ています。

Legend
•

関数のインスタンス数

•

未処理のリクエスト数

•

プロビジョニング済み同時実行

•

標準の同時実行数
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プロビジョニングされた同時実行数を設定すると、Lambda はその数の実行環境を初期化します。関数は
非常に低いレイテンシーで受信リクエストのバーストを処理する準備が整います。プロビジョニングされ
た同時実行 (p. 189)を設定すると、AWS アカウントに課金が発生することに注意してください。
プロビジョニングされた同時実行数がすべて使用中であるとき、関数は通常どおりスケールアップして追
加のリクエストを処理します。
Application Auto Scaling は、プロビジョニングされた同時実行数のオートスケーリングを提供すること
で、この機能をさらに一歩進めます。Application Auto Scaling では、Lambda で生成される使用率メトリ
クスに基づいて、プロビジョニングされた同時実行数のレベルを自動調整するターゲット追跡スケーリン
グポリシーを作成できます。Application Auto Scaling API を使用して (p. 188)、エイリアスをスケーラブ
ルターゲットとして登録し、スケーリングポリシーを作成します。
次の例では、関数は使用率に基づいて、プロビジョニングされた同時実行数の最小値と最大値の間でス
ケーリングします。オープンリクエストの数が増加すると、Application Auto Scaling は、設定された最大
値に達するまで、プロビジョニングされた同時実行数を大規模なステップで増加させます。この関数は、
使用率が低下し始めるまで、標準の同時実行数に基づいてスケーリングを継続します。使用率が一貫して
低い場合、Application Auto Scaling は、より小さな定期的ステップで、プロビジョニングされた同時実行
数を減少させます。
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Legend
•

関数のインスタンス数

•

未処理のリクエスト数

•

プロビジョニング済み同時実行

•

標準の同時実行数

関数を非同期的に呼び出す場合に、イベントソースマッピングを使用するか、別の AWS サービスを使用
するかによって、スケーリングの動作は異なります。例えば、ストリームから読み取るイベントソース
マッピングは、ストリーム内のシャードの数によって制限されます。イベントソースによって使用されて
いないスケーリングキャパシティーは、他のクライアントや他のイベントソースで使用できます。詳細に
ついては、以下のトピックを参照してください。
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• 非同期呼び出し (p. 235)
• Lambda のイベントソースマッピング (p. 243)
• エラー処理と AWS Lambda での自動再試行 (p. 258)
• 他のサービスで AWS Lambda を使用する (p. 509)
アカウントの同時実行レベルは、以下のメトリクスを使用してモニタリングできます。

同時実行メトリクス
• ConcurrentExecutions
• UnreservedConcurrentExecutions
• ProvisionedConcurrentExecutions
• ProvisionedConcurrencyInvocations
• ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations
• ProvisionedConcurrencyUtilization
詳細については、「Lambda 関数のメトリクスの使用 (p. 744)」を参照してください。
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Lambda デプロイパッケージ
AWS Lambda 関数のコードは、スクリプトまたはコンパイルされたプログラム、さらにそれらの依存関
係で構成されます。デプロイパッケージを使用して、Lambda に関数コードをデプロイします。Lambda
は、コンテナイメージと .zip ファイルアーカイブの 2 種類のデプロイパッケージをサポートしています。
トピック
• コンテナイメージ (p. 36)
• .zip ファイルアーカイブ (p. 36)
• レイヤー (p. 37)
• 他の AWS サービスを使用したデプロイパッケージの構築 (p. 38)

コンテナイメージ
コンテナイメージには、基盤となるオペレーティングシステム、ランタイム、Lambda の拡張機能、アプ
リケーションコードとその依存関係が含まれています。また、これらのイメージには、機械学習モデルな
どの静的データを追加することもできます。
Lambda では、コンテナイメージをビルドする際に使用できる、オープンソースのベースイメージのセッ
トを提供しています。コンテナイメージを作成およびテストするには、AWS Serverless Application Model
(AWS SAM) コマンドラインインターフェイス (CLI)、またはネイティブなコンテナツール (Docker CLI な
ど) を使用できます。
コンテナイメージを、マネージド型 AWS コンテナイメージレジストリサービスの Amazon Elastic
Container Registry (Amazon ECR) にアップロードします。、関数にイメージをデプロイするに
は、Lambda コンソール、Lambda API、コマンドラインツール、または AWS SDK を使用して Amazon
ECR イメージのURL を指定します。
Lambda コンテナイメージの詳細については、「Lambda コンテナイメージの作成 (p. 148)」を参照して
ください。

Note
コンテナイメージは、中東 (アラブ首長国連邦) リージョンの Lambda 関数でサポートされていま
せん。

.zip ファイルアーカイブ
.zip ファイルアーカイブには、アプリケーションコードとその依存関係が集録されています。Lambda コ
ンソールまたはツールキットを使用して関数を作成する際、コードの.zip ファイルアーカイブが、Lambda
により自動的に作成されます。
Lambda API、コマンドラインツール、または AWS SDK を使用して関数を管理する場合は、デプロイ
パッケージを作成する必要があります。また、関数でコンパイルされた言語を使用している場合、または
関数に依存関係を追加する場合も、デプロイパッケージを作成する必要があります。デプロイパッケージ
は、関数のコードをデプロイする際に、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) もしくはローカル
マシンからアップロードします。
Lambda コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してデプロイパッケージとして .zip
ファイルをアップロードしたり、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロード
したりできます。

Lambda コンソールの使用
次の手順は、Lambda コンソールを使用して .zip ファイルをデプロイパッケージとしてアップロードする
方法を示します。
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Lambda コンソールに .zip ファイルをアップロードするには
1.

Lambda コンソールで [Functions (関数)] ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[Code Source] (コードソース) ペインで、[Upload from] (からアップロード)、[.zip file] (.zip ファイル)
の順に選択します。

4.

[Upload] (アップロード) を選択して、ローカルの .zip ファイルを選択します。

5.

[Save] を選択します。

AWS CLI の使用
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、.zip ファイルをデプロイパッケージとしてアップ
ロードできます。言語固有の手順については、以下のトピックを参照してください。
Node.js
.zip ファイルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297)
Python
.zip ファイルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339)
Ruby
.zip ファイルアーカイブで Ruby Lambda 関数をデプロイする (p. 368)
Java
.zip または JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397)
Go
.zip ファイルアーカイブを使用して Go Lambda 関数をデプロイする (p. 439)
C#
.zip ファイルアーカイブを使用して C# Lambda 関数をデプロイする (p. 470)
PowerShell
.zip ファイルアーカイブを使用した PowerShell Lambda 関数のデプロイする (p. 496)

Amazon S3 の使用
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用して、.zip ファイルをデプロイパッケージとしてアッ
プロードできます。詳細については、「the section called “他の AWS サービスの使用”」を参照してくださ
い。

レイヤー
.zip ファイルアーカイブを使用して関数コードをデプロイする場合は、ライブラリ、カスタムランタイ
ム、関数についてのその他の依存関係の配信メカニズムとして Lambda レイヤーを使用できます。レイ
ヤーを使用することで、開発中の関数コードを、変更されることのないコードやリソースとは区別しなが
ら管理できるようになります。関数が使用するレイヤーを、お客様ご自身で作成したレイヤー、AWS によ
り提供されるレイヤー、または他の AWS のユーザーから提供されるレイヤーの中から選択して設定でき
ます。
コンテナイメージではレイヤを使用しません。代わりに、コンテナイメージをビルドする際、必要なラン
タイム、ライブラリ、およびその他の依存関係を、そのイメージ内にパッケージ化します。
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レイヤーの詳細については、「Lambda レイヤーの作成と共有 (p. 161)」を参照してください。

他の AWS サービスを使用したデプロイパッケージの
構築
次のセクションでは、Lambda 関数の依存関係をパッケージ化するために使用できる他の AWS のサービ
スについて説明します。

C または C++ ライブラリを備えたデプロイパッケージ
デプロイパッケージにネイティブライブラリが含まれている場合は、AWS Serverless Application
Model(AWS SAM) でデプロイパッケージを構築できます。AWS SAMCLI sam build コマンドを --usecontainer と共に使用して、デプロイパッケージを作成できます。このオプションでは、Lambda 実行環
境と互換性のある Docker イメージ内にデプロイパッケージを構築します。
詳細については、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドの sam build を参照してくださ
い。

50 MB を超えるデプロイパッケージ
デプロイパッケージのサイズが 50 MB を超える場合は、関数のコードと依存関係を Amazon S3 バケット
にアップロードしてください。
デプロイパッケージを作成し、Lambda 関数を作成する AWS リージョンの Amazon S3 バケットに .zip
ファイルをアップロードできます。Lambda 関数を作成する際は、Lambda コンソール上または AWS CLI
を使用して S3 バケット名とオブジェクトキー名を指定します。
Amazon S3 コンソールを使用してバケットを作成するには、Amazon Simple Storage Service コンソール
ユーザーガイドの「S3 バケットを作成する方法」を参照してください。
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Lambda コンソール
Lambda コンソールを使用して、アプリケーション、関数、コード署名の設定、レイヤーを設定できま
す。
トピック
• アプリケーション (p. 39)
• 関数 (p. 39)
• コード署名 (p. 39)
• レイヤー (p. 39)
• コンソールエディタを使用したコードの編集 (p. 39)

アプリケーション
[Applications (アプリケーション) (p. 780)] ページには、AWS CloudFormation または他のツール (AWS
Serverless Application Model など) を使用してデプロイされたアプリケーションのリストが表示されま
す。フィルタを使用して、キーワードに基づいてアプリケーションを検索します。

関数
関数ページには、このリージョンでアカウントに対して定義されている関数のリストが表示されま
す。関数を作成するための最初のコンソールのフローは、関数がデプロイパッケージにコンテナイメー
ジ (p. 140)または zip ファイルアーカイブ (p. 136)のどちらを使用するかによって異なります。オプ
ションの設定タスク (p. 167)は、両方のタイプの関数に共通しています。
コンソールでは、便利なコードエディタ (p. 39)を提供しています。

コード署名
関数にはコード署名 (p. 218)の設定をアタッチできます。コード署名を使用すると、コードが承認された
ソースによって署名され、署名後に変更されていないことと、コード署名の有効期限が切れていない、ま
たは取り消されていないことを確認できます。

レイヤー
レイヤー (p. 161)を作成して、.zip アーカイブの関数コードを依存関係から分離します。レイヤーは、
ライブラリ、カスタムランタイム、またはその他の依存関係を含む ZIP アーカイブです。レイヤーを使用
することで、関数のライブラリを使用することができます。デプロイパッケージに含める必要はありませ
ん。

コンソールエディタを使用したコードの編集
AWS Lambda コンソールのコードエディタを使用すると、Lambda 関数のコードを記述し、テストして、
実行結果を表示できます。コードエディタは、Node.js や Python など、コンパイルを必要としない言語を
サポートしています。コードエディタでは、.zip アーカイブのデプロイパッケージのみをサポートします
が、展開パッケージのサイズは 3 MB 未満にする必要があります。
コードエディタには、メニューバー、ウィンドウ、およびエディタペインがあります。
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コマンドのリストについては、AWS Cloud9 ユーザーガイドの「メニューコマンドリファレンス」を参照
してください。そのリファレンスに示しているコマンドの一部はコードエディタで使用できません。
トピック
• ファイルとフォルダの操作 (p. 40)
• コードの操作 (p. 42)
• 全画面表示モードでの作業 (p. 45)
• 設定の操作 (p. 45)

ファイルとフォルダの操作
コードエディタの [Environment] ウィンドウを使用して、関数のファイルを作成したり、開いたり、管理
したりできます。

[Environment] ウィンドウを表示または非表示にするには、[Environment] ボタンを選択します。
[Environment] ボタンが非表示になっている場合は、メニューバーで [Window]、[Environment] の順に選択
します。
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1 つのファイルを開き、その内容をエディタペインに表示するには、[Environment] ウィンドウでファイル
をダブルクリックします。
複数のファイルを開き、その内容をエディタペインで表示するには、[Environment] ウィンドウでそれらの
ファイルを選択します。選択範囲を右クリックし、[Open] を選択します。
新しいファイルを作成するには、以下のいずれかの操作を行います。
• [Environment] ウィンドウで、新しいファイルを移動する先のフォルダを右クリックし、[New File] を選
択します。ファイルの名前と拡張子を入力し、Enter キーを押します。
• メニューバーで [File]、[New File] の順に選択します。ファイルを保存する準備ができたら、メニュー
バーで [File]、[Save] の順に選択するか、[File]、[Save As] の順に選択します。その後、[Save As] ダイ
アログボックスで、ファイルの名前を付け、保存場所を選択します。
• エディタペインのタブボタンバーで、[+] ボタンを選択してから、[New File] を選択します。ファイルを
保存する準備ができたら、メニューバーで [File]、[Save] の順に選択するか、[File]、[Save As] の順に選
択します。その後、[Save As] ダイアログボックスで、ファイルの名前を付け、保存場所を選択します。

新しフォルダを作成するには、[Environment] ウィンドウで、新しいフォルダを移動する先のフォルダを右
クリックし、[New Folder] を選択します。フォルダの名前を入力し、Enter キーを押します。
ファイルを保存するには、ファイルが開いてその内容がエディタペインに表示された状態で、メニュー
バーで [File]、[Save] の順に選択します。
ファイルまたはフォルダの名前を変更するには、[Environment] ウィンドウでファイルまたはフォルダを右
クリックします。置換の名前を入力し、Enter キーを押します。
ファイルまたはフォルダを削除するには、[Environment] ウィンドウでファイルまたはフォルダを選択しま
す。選択範囲を右クリックし、[Delete] を選択します。その後、[Yes] (単一選択の場合) または [Yes to All]
を選択して、削除を確定します。
ファイルまたはフォルダを切り取り、コピー、貼り付け、または複製するには、[Environment] ウィンドウ
でファイルまたはフォルダを選択します。選択範囲を右クリックし、[Cut] (切り取る)、[Copy] (コピー)、
[Paste] (貼り付け)、[Duplicate] (重複) をそれぞれ選択します。
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フォルダを折りたたむには、[Environment] ウィンドウで歯車アイコンを選択してから、[Collapse All
Folders] を選択します。

隠しファイルを表示または非表示にするには、[Environment] ウィンドウで歯車アイコンを選択してから、
[Show Hidden Files] を選択します。

コードの操作
コードエディタのエディタペインを使用して、コードを表示したり記述したりします。

タブボタンの操作
タブボタンバーを使用して、ファイルを選択、表示、作成します。

開いているファイルの内容を表示するには、以下のいずれかの操作を行います。
• ファイルのタブを選択します。
• タブボタンバーでドロップダウンメニューボタンを選択してから、ファイルの名前を選択します。
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開いているファイルを閉じるには、以下のいずれかの操作を行います。
• ファイルのタブで [X] アイコンを選択します。
• ファイルのタブを選択します。その後、タブボタンバーでドロップダウンメニューボタンを選択してか
ら、[Close Pane] を選択します。
複数の開いているファイルを閉じるには、タブボタンのバーでドロップダウンメニューを選択し、必要に
応じて [Close All Tabs in All Panes] または [Close All But Current Tab] を選択します。
新しいファイルを作成するには、タブボタンバーで [+] ボタンを選択してから、[New File] を選択します。
ファイルを保存する準備ができたら、メニューバーで [File]、[Save] の順に選択するか、[File]、[Save As]
の順に選択します。その後、[Save As] ダイアログボックスで、ファイルの名前を付け、保存場所を選択し
ます。

ステータスバーの操作
ステータスバーを使用して、アクティブなファイルの行にすばやく移動し、コードの表示方法を変更しま
す。
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アクティブなファイルの行にすばやく移動するには、行セレクターを選択し、移動する先の行の番号を入
力して、Enter キーを押します。

アクティブなファイルのコードカラースキームを変更するには、コードカラースキームセレクターを選択
してから、新しいコードカラースキームを選択します。

アクティブなファイルで、ソフトタブを使用するかスペースを使用するかを変更したり、タブサイズを変
更したり、スペースに変換するかタブに変換するかを変更したりするには、スペースおよびタブセレク
ターを選択してから、新しい設定を選択します。

すべてのファイルで、編集上の文字や余白の表示/非表示、かっこや引用符の自動補完、行の折り返し、
フォントサイズの変更を行うには、歯車アイコンを選択してから、新しい設定を選択します。
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全画面表示モードでの作業
コードエディタを全画面表示にして、コードで作業するための領域を広げることができます。
コードエディタをウェブブラウザウィンドウの端まで広げるには、メニューバーの [Toggle fullscreen] ボ
タンを選択します。

コードエディタを元のサイズに戻すには、もう一度 [Toggle fullscreen] ボタンを選択します。
全画面表示モードでは、メニューバーに [保存] と [テスト] という追加オプションが表示されます。[Save]
を選択すると、関数コードが保存されます。[Test] または [Configure Events] を選択すると、関数のテスト
イベントを作成または編集できます。

設定の操作
表示されるコーディングのヒントや警告、コードの折りたたみ動作、コードの自動補完動作など、コード
エディタのさまざまな設定を変更できます。
コードエディタの設定を変更するには、メニューバーで [Preferences] 歯車アイコンを選択します。

設定のリストについては、『AWS Cloud9 ユーザーガイド』の以下のリファレンスを参照してください。
• 変更可能なプロジェクト設定
• 使用可能なユーザー設定
それらのリファレンスで示している設定の一部はコードエディタで使用できません。
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AWS CLI での Lambda の使用
AWS Command Line Interface を使用して関数と他の AWS Lambda リソースを管理できます。AWS CLI
は、AWS SDK for Python (Boto) を使用して Lambda API を操作します。これを使用して API について学
び、AWS SDK で Lambda を使用するアプリケーションの構築にその知識を適用できます。
このチュートリアルでは、AWS CLI を使用して Lambda 関数を管理して呼び出します。詳細について
は、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS CLI とは」を参照してください。

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の知
識があることを前提としています。まだ知識がない場合は、「the section called “コンソールで Lambda の
関数の作成” (p. 8)」の指示に従ってください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。
このチュートリアルでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してサービス API オペレー
ションを呼び出します。AWS CLI をインストールするには、AWS Command Line Interface ユーザーガイ
ドの「AWS CLI をインストールする」を参照してください。

実行ロールを作成する
AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可を関数に付与する実行ロール (p. 53)を作成しま
す。AWS CLI を使用して実行ロールを作成するには、create-role コマンドを使用します。
次の例では、信頼ポリシーをインラインで指定しています。JSON 文字列で引用符をエスケープするため
の要件は、シェルに応じて異なります。
aws iam create-role --role-name lambda-ex --assume-role-policy-document '{"Version":
"2012-10-17","Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": {"Service":
"lambda.amazonaws.com"}, "Action": "sts:AssumeRole"}]}'

また、JSON ファイルを使用してロールの信頼ポリシーを定義することもできます。次の例で
は、trust-policy.json は現在のディレクトリにあるファイルです。この信頼ポリシーは、AWS
Security Token Service (AWS STS) AssumeRole アクションを呼び出すサービスプリンシパルの
lambda.amazonaws.com アクセス許可を付与することで、Lambda がロールのアクセス許可を使用でき
るようにします。

Example trust-policy.json
{
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}

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

aws iam create-role --role-name lambda-ex --assume-role-policy-document file://trustpolicy.json

次のような出力が表示されます。
{

}

"Role": {
"Path": "/",
"RoleName": "lambda-ex",
"RoleId": "AROAQFOXMPL6TZ6ITKWND",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-ex",
"CreateDate": "2020-01-17T23:19:12Z",
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "lambda.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
}

ロールにアクセス許可を追加するには、attach-policy-to-role コマンドを使用しま
す。AWSLambdaBasicExecutionRole マネージドポリシーを追加して開始します。
aws iam attach-role-policy --role-name lambda-ex --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaBasicExecutionRole ポリシーには、ログを CloudWatch Logs に書き込むために関数が必要と
するアクセス許可があります。

関数を作成する
次の例では、環境変数の値とイベントオブジェクトをログに記録します。

Example index.js
exports.handler = async function(event, context) {
console.log("ENVIRONMENT VARIABLES\n" + JSON.stringify(process.env, null, 2))
console.log("EVENT\n" + JSON.stringify(event, null, 2))
return context.logStreamName
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}

関数を作成するには
1.
2.

サンプルコードを index.js という名前のファイルにコピーします。
デプロイパッケージを作成します。
zip function.zip index.js

3.

create-function コマンドを使用して Lambda 関数を作成します。ロール ARN 内の強調表示され
たテキストをアカウント ID に置き換えます。
aws lambda create-function --function-name my-function \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs16.x \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-ex

次のような出力が表示されます。
{

}

"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "nodejs16.x",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-ex",
"Handler": "index.handler",
"CodeSha256": "FpFMvUhayLkOoVBpNuNiIVML/tuGv2iJQ7t0yWVTU8c=",
"Version": "$LATEST",
"TracingConfig": {
"Mode": "PassThrough"
},
"RevisionId": "88ebe1e1-bfdf-4dc3-84de-3017268fa1ff",
...

コマンドラインから呼び出しのログを取得するには、--log-type オプションを使用します。レスポンス
には、LogResult フィールドが含まれます。このフィールドには、呼び出しから base64 コードされた最
大 4 KB のログが含まれます。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail

次のような出力が表示されます。
{

"StatusCode": 200,
"LogResult":
"U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

}

このログをデコードするには、base64 ユーティリティを使用します。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text | base64 -d

次のような出力が表示されます。
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
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"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5caf5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Duration: 79.67 ms
Billed
Duration: 80 ms
Memory Size: 128 MB
Max Memory Used: 73 MB

base64 は、Linux、macOS、および Ubuntu on Windows で使用できます。macOS の場合、コマンドは
base64 -D です。
コマンドラインから完全なログイベントを取得するには、前の例に示すように、関数の出力にログスト
リーム名を含めることができます。次の例のスクリプトは、my-function という名前の関数を呼び出
し、最後の 5 つのログイベントをダウンロードします。

Example get-logs.sh スクリプト
この例では、my-function がログストリーム ID を返す必要があります。
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out -payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-name $(cat
out) --limit 5

このスクリプトは sed を使用して出力ファイルから引用符を削除し、15 秒間スリープ状態にすることに
より、ログを使用できるようにします。この出力には Lambda からのレスポンスと、get-log-events
コマンドからの出力が含まれます。
./get-logs.sh

次のような出力が表示されます。
{
}
{

"StatusCode": 200,
"ExecutedVersion": "$LATEST"

"events": [
{
"timestamp": 1559763003171,
"message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
$LATEST\n",
"ingestionTime": 1559763003309
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",\r ...",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r \"key\": \"value\"\r}\n",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003218,
"message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
"ingestionTime": 1559763018353
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},
{

"timestamp": 1559763003218,
"message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\tDuration:
26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75 MB\t\n",
"ingestionTime": 1559763018353
}
],
"nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
"nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"

}

関数の更新
関数を作成したら、トリガー、ネットワークアクセス、ファイルシステムアクセスなどの、関数の追加機
能を設定できます。また、メモリや並行処理など、関数に関連のあるリソースも調整できます。これらの
設定は、.zip ファイルアーカイブとして定義された関数と、コンテナイメージとして定義された関数に適
用されます。
update-function-configuration コマンドを使用して、機能を設定する。次の例では、関数メモリを 256 MB
に設定します。

Example update-function-configuration command
aws lambda update-function-configuration \
--function-name my-function \
--memory-size 256

アカウントの Lambda 関数のリスト化
以下の AWS CLI コマンド list-functions を実行して、作成した関数のリストを取得します。
aws lambda list-functions --max-items 10

次のような出力が表示されます。
{

}

"Functions": [
{
"FunctionName": "cli",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "nodejs16.x",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-ex",
"Handler": "index.handler",
...
},
{
"FunctionName": "random-error",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:random-error",
"Runtime": "nodejs16.x",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Handler": "index.handler",
...
},
...
],
"NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxMH0="
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応答の際、Lambda は最大 10 個の関数のリストを返します。取得できる関数がさらにある場
合、NextToken は、次の list-functions リクエストで使用できるマーカーを提供します。次の
list-functions AWS CLI コマンドは、--starting-token パラメータを示す例です。
aws lambda list-functions --max-items 10 --startingtoken eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxMH0=

Lambda 関数の取得
Lambda CLI get-function コマンドは、関数のデプロイパッケージをダウンロードするために使用でき
る、Lambda 関数のメタデータと署名付き URL を返します。
aws lambda get-function --function-name my-function

次のような出力が表示されます。
{

"Configuration": {
"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "nodejs16.x",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-ex",
"CodeSha256": "FpFMvUhayLkOoVBpNuNiIVML/tuGv2iJQ7t0yWVTU8c=",
"Version": "$LATEST",
"TracingConfig": {
"Mode": "PassThrough"
},
"RevisionId": "88ebe1e1-bfdf-4dc3-84de-3017268fa1ff",
...
},
"Code": {
"RepositoryType": "S3",
"Location": "https://awslambda-us-east-2-tasks.s3.us-east-2.amazonaws.com/
snapshots/123456789012/my-function-4203078a-b7c9-4f35-..."
}
}

詳細については、「GetFunction (p. 992)」を参照してください。

クリーンアップ
以下の delete-function コマンドを実行して、my-function 関数を削除します。
aws lambda delete-function --function-name my-function

IAM コンソールで作成した IAM ロールを削除します。ロールの削除に関する詳細については、IAM ユー
ザーガイドの「ロールおよびインスタンスプロファイルを削除する」を参照してください。
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Lambda でのアクセス許可
Lambda API やリソース (関数やレイヤーなど) へのアクセスを管理するために、AWS Identity and Access
Management (IAM) を使用できます。アカウントの中で Lambda を使用するユーザーやアプリケーション
に対しては、IAM ポリシーを作成し、それを IAM ユーザーやグループあるいはロールに適用します。
すべての Lambda 関数には、実行ロール (p. 53)と呼ばれる IAM ロールがあります。このロールでは、
関数が他の AWS サービスやリソースにアクセスする際に必要とするアクセス許可を、定義するためのポ
リシーをアタッチできます。関数には、ログストリーミング用に少なくとも Amazon CloudWatch Logs へ
のアクセスが必要です。関数が AWS SDK を使用して他のサービス API を呼び出す場合は、実行ロールの
ポリシーに必要な権限を含める必要があります。関数の呼び出しにイベントソースマッピング (p. 243)を
使用する場合、Lambda は実行ロールを使用して、イベントソースからの読み取りに関するアクセス許可
も取得します。
他のアカウントや AWS のサービスに、Lambda リソースを使用するためのアクセス許可を付与するに
は、リソースベースのポリシー (p. 69)を使用します。Lambda リソースには、関数、バージョン、
エイリアス、レイヤーバージョンが含まれます。ユーザーが Lambda リソースへのアクセスを試みた
際、Lambda は、ユーザーのアイデンティティベースのポリシー (p. 60)と、リソースのリソースベー
スのポリシーの両方を認識しようとします。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) などの AWS
のサービスが Lambda 関数を呼び出す際。Lambda はリソースベースのポリシーのみを認識しようとしま
す。
アカウントのユーザーとアプリケーションのためのアクセス許可を管理する場合は、AWSマネージドポリ
シー (p. 60)の使用を推奨します。これらの管理ポリシーは、そのまま使用することができますが、より
制限的なポリシーを記述する際の開始点として使用することもできます。ユーザーのアクセス許可は、ア
クションが影響を及ぼすリソースごとや、任意の追加条件ごとに制限することができます。詳細について
は、「Lambda アクションのリソースと条件 (p. 75)」を参照してください。
Lambda 関数が、他の AWS リソースへの呼び出しを含んでいる場合、どの関数がそれらのリソースに
アクセスできるかを制限する必要性が生じることもあります。これを行うには、ターゲットリソースの
リソースベースのポリシーに、lambda:SourceFunctionArn 条件キーを含めます。詳細については、
「Lambda 実行環境での認証情報の使用 (p. 57)」を参照してください。
IAM の詳細については、IAM ユーザーガイドを参照してください。
Lambda アプリケーションへのセキュリティ原則の適用については、「AWS Lambda Operator Guide」
(AWS Lambda オペレーターガイド) の「Security」(セキュリティ) を参照してください。
トピック
• Lambda 実行ロール (p. 53)
• Lambda のアイデンティティベースの IAM ポリシー (p. 60)
• Lambda での属性ベースのアクセスコントロール (p. 65)
• Lambda でのリソースベースのポリシーの使用 (p. 69)
• Lambda アクションのリソースと条件 (p. 75)
• AWS Lambda アプリケーションに対するアクセス許可の境界の使用 (p. 82)
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Lambda 実行ロール
Lambda 関数の実行ロールは、AWS サービスおよびリソースにアクセスする許可を関数に付与する AWS
Identity and Access Management (IAM) ロールです。Amazon CloudWatch にログを送信するアクセス許可
を持つ実行ロールを作成し、トレースデータを AWS X-Ray にアップロードすることができます。
関数を作成する際に、実行ロールを提供します。関数を呼び出すと、Lambda はこのロールを引き継いで
関数に一時的な認証情報を自動的に渡します。関数コードで sts:AssumeRole を呼び出す必要はありま
せん。

関数の実行ロールを表示するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数の名前を選択します。

3.

[Configuration] (設定)、[Permissions] (アクセス許可) の順に選択します。

4.

[Resource summary] (リソースの概要) で、関数からアクセスが可能なサービスとリソースを確認しま
す。

5.

ドロップダウンリストからサービスを選択すると、そのサービスに関連するアクセス許可が表示され
ます。

アクセス許可は、関数の実行ロールからいつでも追加または削除できます。または、別のロールを使用す
るように関数を設定することもできます。AWS SDK で関数を使用して呼び出すサービスや、オプション
の機能を有効にするために Lambda で使用するサービス用のアクセス許可を追加します。
関数にアクセス許可を追加する場合は、そのコードまたは設定も更新します。これにより、(古い認証情報
により実行中の) 関数のインスタンスが、強制的に停止され置き換えられます。
トピック
• IAM コンソールでの実行ロールの作成 (p. 53)
• Lambda 実行ロールへの最小権限アクセスを付与する (p. 54)
• IAM API によるロールの管理 (p. 54)
• 一時的なセキュリティ認証情報のセッション期間 (p. 55)
• Lambda 機能の AWS マネージドポリシー (p. 55)
• Lambda 実行環境での認証情報の使用 (p. 57)

IAM コンソールでの実行ロールの作成
デフォルトでは、Lambda コンソールで関数を作成する (p. 8)ときに、Lambda により最小限のアクセス許
可で実行ロールが作成されます。IAM コンソールで実行ロールを作成することもできます。

IAM コンソールで実行ロールを作成するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.

[ロールの作成] を選択します。

3.

[ユースケース] で、Lambda を選択します。

4.

[Next] を選択します。

5.

AWS マネージドポリシーである AWSLambdaBasicExecutionRole および
AWSXRayDaemonWriteAccess を選択します。

6.

[Next] を選択します。

7.

[Role name] ボックスに入力し、[Create role] を選択します。
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詳しい手順については、IAM ユーザーガイドの AWS サービスのロールの作成 (コンソール) を参照してく
ださい。

Lambda 実行ロールへの最小権限アクセスを付与する
デプロイのフェーズで Lambda 関数の IAM ロールを初めて作成するときに、必要な範囲を超えたアクセ
ス許可を付与することがあります。ベストプラクティスとしては、本番環境に関数を公開する前に、ポリ
シーを調整して必要なアクセス許可のみを含めるようにします。詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「最小特権アクセス許可を適用する」を参照してください。
IAM 実行ロールポリシーに必要なアクセス許可を確認するときは、IAM Access Analyzer を使用しま
す。IAM Access Analyzer は、指定した日付範囲で AWS CloudTrail ログを確認し、その期間中に関数が
使用したアクセス許可のみを持つポリシーテンプレートを生成します。このテンプレートを使用すること
で、きめ細かなアクセス許可で管理ポリシーを作成し、それを IAM ロールにアタッチすることができま
す。これにより、特定のユースケースでロールが AWS リソースとインタラクションするために必要なア
クセス許可のみを付与します。
詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセスアクティビティに基づいてポリシーを生成する」
を参照してください。

IAM API によるロールの管理
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して実行ロールを作成するには、create-role コマンドを
使用します。このコマンドを使用するときに、信頼ポリシーインラインを指定することもできます。ロー
ルの信頼ポリシーでは、指定したプリンシパルに、ロールを引き受けるための許可を付与します。次の例
では、Lambda サービスプリンシパルに自分の役割を引き受けるアクセス権限を付与します。JSON 文字
列で引用符をエスケープするための要件は、シェルに応じて異なることに注意してください。
aws iam create-role --role-name lambda-ex --assume-role-policy-document '{"Version":
"2012-10-17","Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": {"Service":
"lambda.amazonaws.com"}, "Action": "sts:AssumeRole"}]}'

また、個別の JSON ファイルを使用してロールの信頼ポリシーを定義することもできます。次の例で
は、trust-policy.json は現在のディレクトリにあるファイルです。

Example trust-policy.json
{

}

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

aws iam create-role --role-name lambda-ex --assume-role-policy-document file://trustpolicy.json

次のような出力が表示されます。
{

"Role": {
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}

}

"Path": "/",
"RoleName": "lambda-ex",
"RoleId": "AROAQFOXMPL6TZ6ITKWND",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-ex",
"CreateDate": "2020-01-17T23:19:12Z",
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "lambda.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}

Note
関数を呼び出すと、Lambda が自動的に実行ロールを引き受けます。関数コードで
sts:AssumeRole を手動で呼び出すことは避けることが推奨されます。ユースケースでロール自
体を引き受ける必要がある場合は、ロール自体を信頼できるプリンシパルとしてロールの信頼ポ
リシーに含める必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ロールの信頼ポ
リシーの変更 (コンソール)」を参照してください。
ロールにアクセス許可を追加するには、attach-policy-to-role コマンドを使用しま
す。AWSLambdaBasicExecutionRole マネージドポリシーを追加して開始します。
aws iam attach-role-policy --role-name lambda-ex --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole

一時的なセキュリティ認証情報のセッション期間
Lambda は、関数に関連付けられた実行ロールを引き受け、一時的なセキュリティ認証情報を取得しま
す。この認証情報は、関数の呼び出し時に環境変数として使用できます。事前に署名された Amazon S3
URL を作成する場合など、これらの一時的な認証情報を Lambda の外部で使用する場合、セッション
時間を制御することはできません。IAM 最大セッション時間のセッティングは、Lambdaなどの AWS
サービスが引き受けるセッションを制限されません。セッション時間をより制御する必要がある場
合、sts:AssumeRole アクションを使用します。

Lambda 機能の AWS マネージドポリシー
次の AWS マネージドポリシーは、Lambda の機能を使うために必要なアクセス許可を付与します。
変更

説明

日付

AWSLambdaMSKExecutionRole
- Lambda で
kafka:DescribeClusterV2 がこの
ポリシーに追加されました。

AWSLambdaMSKExecutionRole 2022 年 6 月 17 日
は、Amazon Managed Streaming
for Apache Kafka (Amazon MSK)
クラスターからレコードを読
み取り、アクセスし、Elastic
Network Interface (ENI) を管理
し、CloudWatch Logs に書き込
むための許可を付与します。
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変更

説明

日付

AWSLambdaBasicExecutionRole
— Lambda は、このポリシーに
対する変更の追跡を開始しまし
た。

AWSLambdaBasicExecutionRole2022 年 2 月 14 日
は、ログを CloudWatch にアッ
プロードするための許可を付与
します。

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
2022 年 2 月 14 日
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
— Lambda は、このポリシーに
は、Amazon DynamoDB スト
対する変更の追跡を開始しまし
リームからレコードを読み取
た。
り、CloudWatch Logs に書き込
むための許可を付与します。
AWSLambdaKinesisExecutionRole
— Lambda は、このポリシーに
対する変更の追跡を開始しまし
た。

2022 年 2 月 14 日
AWSLambdaKinesisExecutionRole
は、Amazon Kinesis データス
トリームからイベントを読み取
り、CloudWatch Logs に書き込
むための許可を付与します。

AWSLambdaMSKExecutionRole
— Lambda は、このポリシーに
対する変更の追跡を開始しまし
た。

AWSLambdaMSKExecutionRole 2022 年 2 月 14 日
は、Amazon Managed Streaming
for Apache Kafka (Amazon MSK)
クラスターからレコードを読
み取り、アクセスし、Elastic
Network Interface (ENI) を管理
し、CloudWatch Logs に書き込
むための許可を付与します。

AWSLambdaSQSQueueExecutionRole
2022 年 2 月 14 日
AWSLambdaSQSQueueExecutionRole
— Lambda は、このポリシーに
は、Amazon Simple Queue
対する変更の追跡を開始しまし
Service (Amazon SQS) キュー
た。
からメッセージを読み取
り、CloudWatch Logs に書き込
むための許可を付与します。
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
2022 年 2 月 14 日
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
— Lambda は、このポリシーに
は、Amazon VPC 内の ENI を管
対する変更の追跡を開始しまし
理し、CloudWatch Logs に書き
た。
込むための許可を付与します。
AWSXRayDaemonWriteAccess
— Lambda は、このポリシーに
対する変更の追跡を開始しまし
た。

AWSXRayDaemonWriteAccess
は、トレースデータを X-Ray に
アップロードするための許可を
付与します。

2022 年 2 月 14 日

CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy
2022 年 2 月 14 日
CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy
— Lambda は、このポリシーに
は、CloudWatch Lambda
対する変更の追跡を開始しまし
Insights にランタイムメトリクス
た。
を書き込むための許可を付与し
ます。
AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy
2022 年 2 月 14 日
AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy
— Lambda は、このポリシーに
は、Amazon Simple Storage
対する変更の追跡を開始しまし
Service (Amazon S3) オブジェ
た。
クトの Lambda とやり取り
し、CloudWatch Logs に書き込
むための許可を付与します。
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一部の機能では、Lambda コンソールは、カスタマーマネージドポリシーの実行ロールに対して、不足し
ているアクセス許可を追加しようとします。これらのポリシーは数が増える可能性があります。余分なポ
リシーを作成しないように、機能を有効にする前に関連する AWS 管理ポリシーを実行ロールに追加しま
す。
イベントソースマッピング (p. 243)を使用して関数を呼び出すと、Lambda は実行ロールを使用してイベ
ントデータを読み出します。例えば、Kinesis のイベントソースマッピングでは、データストリームからイ
ベントを読み出し、バッチで関数に送信します。イベントソースマッピングが使用可能なサービスは、次
のとおりです。

Lambda がイベントを読み取るサービス
• Amazon DynamoDB (p. 572)
• Amazon Kinesis (p. 627)
• Amazon MQ (p. 652)
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) (p. 660)
• セルフマネージド Apache Kafka (p. 613)
• Amazon Simple Queue Service (p. 712) (Amazon SQS)
Lambda コンソールには、AWS マネージドポリシーに加えて、追加のユースケース用のアクセス許可を含
むカスタムポリシーを作成するためのテンプレートが用意されています。Lambda コンソールで関数を作
成する際、1 つ以上のテンプレートのアクセス許可を使用して新しい実行ロールを作成することを選択で
きます。これらのテンプレートは、設計図から関数を作成する場合、または他のサービスへのアクセスを
必要とするオプションを設定する場合にも自動的に適用されます。サンプルテンプレートは、本ガイドの
GitHub リポジトリから入手できます。

Lambda 実行環境での認証情報の使用
一般的に、Lambda 関数のコードは、他の AWS のサービスに対し API リクエストを送信します。これら
のリクエストを行うために、Lambda は関数の実行ロールを引き受けることによって、認証情報のセット
を一時的に生成します。また、Lambda は関数コードから API リクエストを行うために使用される認証情
報コンテキストに、ソース関数の Amazon リソースネーム (ARN) を自動的に挿入します。
Lambda は、リクエストが実行環境内から送信されるAWS API リクエストである場合にだけソース関数の
ARN を認証情報コンテキストに挿入します。AWSLambda が同じ実行ロールを使用して実行環境外で行う
API 呼び出しには、ソース関数の ARN は含まれません。このように、実行環境外で実行される API 呼び
出しの例としては、以下が挙げられます。
• 環境変数を自動的に暗号化および復号化するための AWS Key Management Service (AWS KMS) の呼び
出し。
• ログ記録のために CloudWatch の呼び出し。
認証情報コンテキストに挿入されたソース関数 ARN を使用すると、特定の Lambda 関数のコードからリ
ソースへの呼び出しが行われたのかどうかを確認できます。これを確認するには、IAM ID ベースのポリ
シーまたはサービス コントロール ポリシー (SCP) で lambda:SourceFunctionArn 条件キーを使用し
ます。

Note
リソースベースのポリシーにある lambda:SourceFunctionArn は使用できませんでした。
ID ベースのポリシーまたは SCP でこの条件キーを使用することで、関数コードが他の AWS のサービス
に対し実行する、API アクションのためのセキュリティ制御を実装できます。こういったセキュリティア
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プリケーションには、認証情報の漏洩の原因を特定する場合など、重要なものがいくつか含まれていま
す。

Note
lambda:SourceFunctionArn 条件キーは、lambda:FunctionArn および aws:SourceArn
条件キーとは異なります。lambda:FunctionArn 条件キーは、イベントソースマッピン
グ (p. 243)にのみ適用され、イベントソースから呼び出しが可能な関数を定義するのに使用され
ます。aws:SourceArn 条件キーは、Lambda 関数がターゲットリソースであるポリシーにのみ
適用され、その機能を呼び出すことができる他の AWS サービスとリソースを定義するのに役立
ちます。lambda:SourceFunctionArn 条件キーは任意の ID ベースのポリシーまたは SCP に
適用して、他のリソースに対して特定の AWS API 呼び出しを行う許可を持つ特定の Lambda 関
数を定義します。
ポリシーで lambda:SourceFunctionArn を使用するには、それを、任意の ARN 条件演算子に条件と
して含めます。キーの値は有効な ARN にする必要があります。
例えば、Lambda 関数のコードが特定の Amazon S3 バケットをターゲットとして、s3:PutObject
呼び出しを実行したとします。これには、Lambda 関数の 1 つだけに、対象のバケットに対する
s3:PutObject アクセスを許可する必要があります。この場合、関数の実行ロールには、次のようなポリ
シーがアタッチされている必要があります。

Example 特定の Lambda 関数に Amazon S3 リソースへのアクセスを許可するポリシー
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ExampleSourceFunctionArn",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::lambda_bucket/*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"lambda:SourceFunctionArn": "arn:aws:lambda:useast-1:123456789012:function:source_lambda"
}
}
}
]
}

このポリシーでは、ARN が arn:aws:lambda:useast-1:123456789012:function:source_lambda である Lambda 関数がソースの場合にの
み、s3:PutObject アクセスを許可します。このポリシーは、他の呼び出し ID に対して s3:PutObject
アクセスを許可することはありません。別の関数またはエンティティが、同じ実行ロールを使用し
s3:PutObject 呼び出しを行った場合も同様です。
サービスコントロールポリシーで lambda:SourceFunctionArn を使用することもできます。例えば、
バケットへのアクセスを、単一の Lambda 関数のコードまたは特定の Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
からの呼び出しに制限したいとします。以下の SCP は、これを示したものです。

Example 特定の条件下で Amazon S3 へのアクセスを拒否するポリシー
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:*"
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"Resource": "arn:aws:s3:::lambda_bucket/*",
"Effect": "Deny",
"Condition": {
"StringNotEqualsIfExists": {
"aws:SourceVpc": [
"vpc-12345678"
]
},
"ArnNotEqualsIfExists": {
"lambda:SourceFunctionArn": "arn:aws:lambda:useast-1:123456789012:function:source_lambda"
}
}
}
]
}

このポリシーは、ARN arn:aws:lambda:*:123456789012:function:source_lambda を持つ特定
の Lambda 関数からのものでない限り、または指定された VPC からのものでない限り、すべての S3 ア
クションを拒否します。StringNotEqualsIfExists 演算子は、aws:SourceVpc キー がリクエスト
に含まれている場合にのみ、IAM に対し、この条件を処理することを指示します。これと同様に、IAM は
lambda:SourceFunctionArn が存在する場合にのみ ArnNotEqualsIfExists を認識します。
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Lambda のアイデンティティベースの IAM ポリ
シー
Lambda へのアクセス権をアカウントのユーザーに付与するには、AWS Identity and Access Management
(IAM) のアイデンティティベースのポリシーを使用します。アイデンティティベースのポリシーは、ユー
ザーに直接適用するか、ユーザーに関連付けられているグループおよびロールに適用することができま
す。または、アカウントのロールを引き受け、Lambda リソースにアクセスするためのアクセス許可を、
別のアカウントのユーザーに付与することもできます。
Lambda は、Lambda API アクションへのアクセスを許可し、場合によっては、Lambda リソースの開発
と管理に使用される他の AWS サービスへのアクセスを許可する、AWS マネージドポリシーを提供しま
す。Lambda は、新機能がリリースされたときにユーザーがそれらにアクセスできるよう、これらのマ
ネージドポリシーを必要に応じて更新します。

Note
AWS マネージドポリシーである AWSLambdaFullAccess と AWSLambdaReadOnlyAccess は
2021 年 3 月 1 日に非推奨となる予定です。この日付以降、これらのポリシーを新しい IAM
ユーザーにアタッチすることはできません。詳細については、トラブルシューティングトピッ
ク (p. 764)を参照してください。
• AWSLambda_FullAccess - Lambda リソースの開発および維持に使用する Lambda アクションお
よびその他の AWS サービスへのフルアクセス権を付与します。このポリシーは、以前のポリシー
AWSLambdaFullAccess をスコープダウンすることによって作成されました。
• AWSLambda_ReadOnlyAccess - Lambda リソースへの読み取り専用のアクセス権を付与します。この
ポリシーは、以前のポリシー AWSLambdaReadOnlyAccess をスコープダウンすることによって作成
されました。
• AWSLambdaRole - Lambda 関数を呼び出すアクセス許可を付与します。
AWS マネージドポリシーでは、ユーザーが変更できる Lambda 関数やレイヤーを制限することなく、API
アクションへのアクセス許可を付与します。きめ細かな制御では、ユーザーのアクセス許可の範囲を制限
する独自のポリシーを作成することができます。
セクション
• 関数の開発 (p. 60)
• レイヤーの開発と使用 (p. 63)
• クロスアカウントロール (p. 64)
• VPC 設定の条件キー (p. 64)

関数の開発
ID ベースのポリシーを使用して、ユーザーが Lambda 関数でオペレーションを実行することを許可しま
す。

Note
コンテナーイメージとして定義された関数の場合、イメージにアクセスするためのユーザー権
限は、Amazon Elastic Container Registry で設定する必要があります。例については、Amazon
ECR のアクセス許可 (p. 141)を参照してください。
範囲を制限したアクセス許可ポリシーの例を以下に示します。このポリシーにより、ユーザーは、指定さ
れたプレフィックス (intern-) が名前に付き、指定された実行ロールで設定されている Lambda 関数を作
成および管理することができます。
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Example 関数の開発ポリシー
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ReadOnlyPermissions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:GetAccountSettings",
"lambda:GetEventSourceMapping",
"lambda:GetFunction",
"lambda:GetFunctionConfiguration",
"lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
"lambda:GetFunctionConcurrency",
"lambda:ListEventSourceMappings",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListTags",
"iam:ListRoles"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "DevelopFunctions",
"Effect": "Allow",
"NotAction": [
"lambda:AddPermission",
"lambda:PutFunctionConcurrency"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:intern-*"
},
{
"Sid": "DevelopEventSourceMappings",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:DeleteEventSourceMapping",
"lambda:UpdateEventSourceMapping",
"lambda:CreateEventSourceMapping"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"lambda:FunctionArn": "arn:aws:lambda:*:*:function:intern-*"
}
}
},
{
"Sid": "PassExecutionRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:PassRole",
"iam:SimulatePrincipalPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/intern-lambda-execution-role"
},
{
"Sid": "ViewLogs",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:*"
],
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}

]

}

"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/intern-*"

ポリシーのアクセス許可は、アクセス許可でサポートされているリソースおよび条件 (p. 75)に基づき、
ステートメントに整理されます。
• ReadOnlyPermissions - Lambda コンソールでは、関数を参照および表示する場合に次のアクセス許
可を使用します。リソースパターンや条件はサポートされていません。

"Action": [
"lambda:GetAccountSettings",
"lambda:GetEventSourceMapping",
"lambda:GetFunction",
"lambda:GetFunctionConfiguration",
"lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
"lambda:GetFunctionConcurrency",
"lambda:ListEventSourceMappings",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListTags",
"iam:ListRoles"
],
"Resource": "*"

• DevelopFunctions - プレフィックス intern- が付いた関数で動作する、Lambda アクションを使用
します (AddPermission および PutFunctionConcurrency は除く)。AddPermission では、関数
のリソースベースのポリシー (p. 69)が変更されるため、セキュリティへの影響が生じる可能性があり
ます。PutFunctionConcurrency では、関数のスケーリングキャパシティーを予約するため、他の関
数にキャパシティーが奪われる可能性があります。

"NotAction": [
"lambda:AddPermission",
"lambda:PutFunctionConcurrency"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:intern-*"

• DevelopEventSourceMappings プレフィックス が付いた関数のイベントソースマッピングを管理し
ます。intern-これらのアクションは、イベントソースマッピング上で動作しますが、条件を指定した
関数を使用して制限することができます。

"Action": [
"lambda:DeleteEventSourceMapping",
"lambda:UpdateEventSourceMapping",
"lambda:CreateEventSourceMapping"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"lambda:FunctionArn": "arn:aws:lambda:*:*:function:intern-*"
}
}

• PassExecutionRole - intern-lambda-execution-role という名前のロールのみ表示して渡
します。このロールは、ユーザーが IAM アクセス許可を使用して作成および管理する必要がありま
す。PassRole は、実行ロールを関数に割り当てる際に使用します。
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"Action": [
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:PassRole",
"iam:SimulatePrincipalPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/intern-lambda-execution-role"

• ViewLogs - CloudWatch Logs を使用して、プレフィックス intern- が付いた関数のログを表示しま
す。
"Action": [
"logs:*"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/intern-*"

このポリシーでは、他のユーザーのリソースをリスクにさらすことなく、Lambda の使用を開始すること
ができます。ユーザーは、他の AWS のサービスでトリガーされるように、または他の AWS のサービス
を呼び出すように、関数を設定することはできません。これらを行うには、より広範囲の IAM アクセス許
可が必要です。また、範囲が制限されたポリシーをサポートしていないサービス (CloudWatch や X-Ray
など) のアクセス許可は含まれません。メトリクスおよびトレースデータへのアクセス権をユーザーに付
与するには、このようなサービスの読み取り専用ポリシーを使用します。
関数のトリガーを設定する場合は、関数を呼び出す AWS のサービスを使用するためのアクセス権が必要
です。例えば、Amazon S3 トリガーを設定するには、バケット通知を管理する Amazon S3 アクションを
使用するアクセス許可が必要です。このようなアクセス許可の多くは、AWSLambdaFullAccess 管理ポリ
シーに含まれています。サンプルポリシーは、本ガイドの GitHub リポジトリで入手できます。

レイヤーの開発と使用
次のポリシーでは、レイヤーを作成し、それらを関数と共に使用するためのユーザーアクセス許可を付
与します。リソースパターンでは、レイヤーの名前が AWS で開始している限り、ユーザーは、すべての
test- リージョンですべてのレイヤーバージョンを使用できます。

Example レイヤーの開発ポリシー
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PublishLayers",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:PublishLayerVersion"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:*:layer:test-*"
},
{
"Sid": "ManageLayerVersions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:GetLayerVersion",
"lambda:DeleteLayerVersion"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:*:layer:test-*:*"
}
]
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}

また、関数作成時のレイヤーの使用や、lambda:Layer 条件を指定した設定を強制することもできます。
たとえば、ユーザーが、他のアカウントによって発行されたレイヤーを使用できないようにすることもで
きます。次のポリシーでは、指定されたすべてのレイヤーをアカウント CreateFunction で作成するこ
とを求める条件を UpdateFunctionConfiguration および 123456789012 に追加します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ConfigureFunctions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:UpdateFunctionConfiguration"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"lambda:Layer": [
"arn:aws:lambda:*:123456789012:layer:*:*"
]
}
}
}
]

条件が適用されるように、他のステートメントによって、これらのアクションに対するアクセス許可が
ユーザーに付与されていないことを確認します。

クロスアカウントロール
以前のポリシーおよびステートメントのいずれかをロールに適用することができます。これで、別のアカ
ウントと共有して、Lambda リソースへのアクセス権を付与することができます。IAM ユーザーとは異な
り、認証用の認証情報はロールに含まれません。その代わりに、ロールを引き受け、そのアクセス許可を
使用することができるユーザーを指定する信頼ポリシーがあります。
クロスアカウントロールを使用して、Lambda アクションおよびリソースへのアクセス権を、信頼するア
カウントに付与することができます。関数を呼び出すアクセス許可、またはレイヤーを使用するアクセス
許可を付与する場合は、代わりにリソースベースのポリシー (p. 69)を使用します。
詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM ロールを参照してください。

VPC 設定の条件キー
VPC 設定の条件キーを使用して、Lambda 関数に追加のアクセス許可コントロールを提供できます。例え
ば、組織内のすべての Lambda 関数を VPC に接続するように強制できます。また、関数に対して使用を
許可または拒否するサブネットとセキュリティグループを指定することもできます。
詳細については、「the section called “VPC 設定で IAM 条件キーを使用する” (p. 200)」を参照してくだ
さい。
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Lambda での属性ベースのアクセスコントロール
属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) では、タグを使用して Lambda 関数へのアクセスを制御でき
ます。これらのタグは、Lambda 関数にをアタッチすることや、特定の API リクエストに渡すことができ
ます。あるいは、リクエストを実行する AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパルにア
タッチすることも可能です。AWS による属性ベースアクセスの付与の詳細については、「IAM ユーザーガ
イド」の「タグを使用した AWS リソースへのアクセスの制御」を参照してください。
ABAC を使用すると、IAM ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) または ARN パターンを指定しなく
ても、最小特権を付与することができます。代わりに、IAM ポリシーの条件要素で、アクセスを制御する
ためのタグを指定します。新しい関数を作成する際の、IAM ポリシーの更新が必要なくなるため、ABAC
を使用するとスケーリングが容易になります。代わりに、新しい関数には、アクセスを制御するためのタ
グを追加します。
Lambda では、これらのタグは関数レベルで機能します。これらのタグは、レイヤー、コードの署名設
定、またはイベントソースマッピングではサポートされていません。関数にタグを付けると、それらのタ
グは対象の関数に関連付けられているすべてのバージョンとエイリアスに適用されます。関数のタグ付け
の方法については、「Lambda 関数でのタグの使用 (p. 222)」を参照してください。
関数のアクションは、以下の条件キーを使用して制御できます。
• aws:ResourceTag/tag-key: Lambda 関数にアタッチされているタグに基づいてアクセスを制御します。
• aws:RequestTag/tag-key: 新しい関数の作成時などに、リクエスト内のタグを要求します。
• aws:PrincipalTag/tag-key: IAM プリンシパル (リクエストを行っているユーザー) が実行できる操作内容
を、IAM ユーザーまたはロールにアタッチされたタグに基づき制御します。
• aws:TagKeys: リクエストで特定のタグキーを使用できるかどうかを制御します。
ABAC をサポートする Lambda アクションの完全なリストについては、「関数のアクション (p. 78)」
にアクセスして、表にある [Condition] (条件) 列を参照してください。
次の手順は、ABAC を使用してアクセス許可を設定する方法の一例です。この例のシナリオでは、IAM ア
クセス許可ポリシーを 4 つ作成しています。その後、これらのポリシーを新しい IAM ロールにアタッチし
ます。最後に、IAM ユーザーを作成し、そのユーザーに、新しいロールを引き受けるためのアクセス許可
を付与します。

前提条件
Lambda の実行ロール (p. 53)が必要です。このロールは、IAM アクセス許可の付与、および Lambda 関数
の作成を行う際に使用します。

ステップ 1: 新しい関数のタグを要求する
Lambda で ABAC を使用する場合、すべての関数にタグを付けるようにするのがベストプラクティスで
す。これにより、ABAC での許可ポリシーが期待どおりに機能することが保証されます。
次の例のような IAM ポリシーを作成します。このポリシーでは、aws:RequestTag/tag-key およ
び aws:TagKeys 条件キーにより、新しい関数と、その関数を作成する IAM プリンシパルの両方
に、project タグが付けられていることを要求しています。ForAllValues 修飾子により、project
を唯一許可されているタグとして指定しています。ForAllValues 修飾子含めない場合、ユーザーは
project を渡すことで他のタグを関数に追加できるようになります。

Example – 新しい関数のタグを要求する
{

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

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:TagResource"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": "project"
}
}

ステップ 2: Lambda 関数と IAM プリンシパルにア
タッチされたタグに基づいてアクションを許可する
aws:ResourceTag/tag-key 条件キーを使用して 2 番目の IAM ポリシーを作成し、プリンシパルのタグが関
数にアタッチされているタグと一致することを要求します。次のポリシー例は、project タグが付けられ
たプリンシパルに対し、project タグが付けられた関数を呼び出すことを許可します。他のタグが関数に
付けられている場合、このアクションは拒否されます。

Example – 関数と IAM プリンシパル間でタグの一致を要求する
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:GetFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"
}
}
}
]

ステップ 3: リスト作成のためのアクセス許可を付与
する
プリンシパルに対し、Lambda 関数と IAM ロールのリスト作成を許可するポリシーを作成します。これに
よりプリンシパルは、すべての Lambda 関数と IAM ロールをコンソールに表示でき、API アクション呼び
出時に認識できるようになります。

Example – Lambda と IAM に関するリスト作成を許可する
{

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

}

]

}

"Sid": "AllResourcesLambdaNoTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:GetAccountSettings",
"lambda:ListFunctions",
"iam:ListRoles"
],
"Resource": "*"

ステップ 4: IAM のアクセス許可を付与する
iam:PassRole を許可するポリシーを作成します。このアクセス許可は、関数に実行ロールを割り当てる際
に必要となります。次のポリシー例にあるサンプルの ARN は、実際のLambda 実行ロールの ARN に置き
換えます。

Note
iam:PassRole アクションでポリシーの ResourceTag 条件キーを使用しないでください。IAM
ロールのタグを使用して、そのロールを渡すことができるユーザーへのアクセスを制御すること
はできません。サービスにロールを渡すために必要となるアクセス許可については、「AWS の
サービスにロールを渡すアクセス許可をユーザーに付与する」を参照してください。

Example – 実行ロールを渡すためのアクセス許可を付与する
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex"
}
]

ステップ 5: IAM ロールを作成する
アクセス許可を委任するためには、ロールを使用することがベストプラクティスです。abac-projectrole という IAM ロールを作成します。
• [Step 1: Select trusted entity] (ステップ 1: 信頼されたエンティティを選択する) で、[AWS account]
(AWS アカウント)、[This account] (このアカウント) の順に選択します。
• [Step 2: Add permissions] (ステップ 2: アクセス許可を追加する) で、前のステップで作成した 4 つの
IAM ポリシーをアタッチします。
• [Step 3: Name, review, and create] (ステップ 3: 名前、確認、および作成) で、[Add tag] (タグを追加) を
選択します。[Key] (キー) に「project」と入力します。ここでは、値は入力しません。

ステップ 6: IAM ユーザーを作成する
abac-test-user という IAM ユーザーを作成します。[Set permissions] (アクセス許可の設定) セクショ
ンで、[Attach existing policies directly] (既存のポリシーを直接アタッチ) を選択し、次に [Create policy] (ポ
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リシーを作成) を選択します。ポリシーの定義を以下のように入力します。111122223333 の部分は、自
分の AWS アカウントID に置き換えます。このポリシーでは、abac-project-role を引き受けることを
abac-test-user に対し許可します。

Example – ABAC ロールを引き受けることを、IAM ユーザーに対し許可する
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/abac-project-role"
}

ステップ 7: アクセス許可をテストする
1.

AWS コンソールに、abac-test-user としてサインインします。詳細については、「IAM ユーザー
としてサインインする」を参照してください。

2.
3.

abac-project-role ロールに切り替えます。詳細については、「ロールの切り替え (コンソール)」
を参照してください。
Lambda 関数を作成します (p. 222)。

4.

• [Permissions] (許可) で [Change default execution role] (デフォルトの実行ロールの変更) を選択し
た後、[Execution role] (実行ロール) で [Use an existing role] (既存のロールを使用する) を選択しま
す。ステップ 4: IAM のアクセス許可を付与する (p. 67) で使用したものと同じ実行ロールを選択
します。
• [Advanced settings] (詳細設定) で [Enable tags] (タグを有効化) を選択した上で、[Add new tag] (新
しいタグを追加) を選択します。[Key] (キー) に「project」と入力します。ここでは、値は入力し
ません。
関数をテストします (p. 260)。

5.

6.

2 つ目の Lambda 関数を作成し、異なるタグ (例: environment) を追加します。通常、この操作
は失敗します。ステップ 1: 新しい関数のタグを要求する (p. 65) で作成した ABAC ポリシーで
は、project タグが付いた関数を作成することのみをプリンシパルに許可しているためです。
タグを付けずに 3 つ目の関数を作成します。通常、この操作も失敗します。ステップ 1: 新しい関数の
タグを要求する (p. 65) で作成した ABAC ポリシーでは、タグなしの関数を作成することをプリン
シパルに許可していないためです。

この認証戦略により、それぞれの新しいユーザーに新しいポリシーを作成することなく、アクセスの制御
が可能になります。新しいユーザーにアクセス権を付与する際は、割り当てられたプロジェクトに対応す
るロールを引き受けるための、アクセス許可を付与するだけですみます。

68

AWS Lambda デベロッパーガイド
リソースベースのポリシー

Lambda でのリソースベースのポリシーの使用
Lambda では、Lambda 関数およびレイヤーのための、リソースベースのアクセス許可ポリシーをサポー
トしています。リソースベースのポリシーを使用すれば、リソースごとに他の AWS アカウントまたは組
織に使用許可を付与できます。また、リソースベースのポリシーでは、お客様に代わって関数を呼び出す
ことを AWS のサービスに許可することもできます。
Lambda 関数では、関数の呼び出しまたは管理を行うアクセス許可をアカウントに付与する (p. 71)こ
とができます。1 つのリソースベースのポリシーを使用して、アクセス許可を AWS Organizations の組織
全体に付与することもできます。リソースベースのポリシーを使用して、アカウントのアクティビティに
応じて関数を呼び出す AWS のサービスに対する呼び出しアクセス許可を付与 (p. 70)することもできま
す。

関数のリソースベースのポリシーを表示するには
1.
2.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
関数を選択します。

3.

[設定] を選択して、[アクセス許可] を選択します。

4.

[リソースベースのポリシー] まで下にスクロールし、[View policy document (ポリシードキュメント
の表示)] を選択します。リソースベースのポリシーには、別のアカウントまたは AWS のサービスが
関数にアクセスしようとしたときに適用されるアクセス許可が表示されます。次の例は、アカウント
123456789012 の my-bucket という名前のバケットに対して my-function という名前の関数を呼
び出すことを Amazon S3 に許可するステートメントを示しています。

Example リソースベースのポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "default",
"Statement": [
{
"Sid": "lambda-allow-s3-my-function",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "s3.amazonaws.com"
},
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"Condition": {
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": "123456789012"
},
"ArnLike": {
"AWS:SourceArn": "arn:aws:s3:::my-bucket"
}
}
}
]

Lambda レイヤーでは、レイヤー全体ではなく特定のレイヤーバージョンにのみ、リソースベースのポリ
シーを使用できます。1 つのアカウントまたは複数のアカウントにアクセス許可を付与するポリシーに加
えて、レイヤーでは 1 つの組織のすべてのアカウントにアクセス許可を付与することもできます。

Note
更新できるのは、AddPermission (p. 915) および AddLayerVersionPermission (p. 911) API ア
クションの範囲内の、Lambda リソースのリソースベースポリシーのみです。現在、Lambda リ
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ソースのポリシーを JSON で作成したり、それらのアクションのパラメータにマッピングされて
いない条件を使用したりすることはできません。
リソースベースのポリシーは、1 つの関数、バージョン、エイリアス、レイヤーバージョンに適用されま
す。また、1 つ以上のサービスやアカウントにアクセス許可を付与します。複数のリソースにアクセスす
る、またはリソースベースのポリシーでサポートされていない API アクションを使用する、信頼されたア
カウントの場合は、クロスアカウントロール (p. 60)を使用できます。
トピック
• AWS のサービスへのアクセス権を関数に付与する (p. 70)
• 関数へのアクセス権を組織に付与する (p. 71)
• 他のアカウントへのアクセス権を関数に付与する (p. 71)
• 他のアカウントへのアクセス権をレイヤーに付与する (p. 73)
• リソースベースのポリシーのクリーンアップ (p. 73)

AWS のサービスへのアクセス権を関数に付与する
AWS のサービスを使用して関数を呼び出す (p. 509)場合は、リソースベースのポリシーのステートメ
ントでアクセス許可を付与します。このステートメントを、呼び出しまたは管理する関数全体に適用する
か、1 つのバージョンまたはエイリアスに制限することができます。

Note
Lambda コンソールで関数にトリガーを追加すると、サービスでその関数を呼び出せるように、
関数のリソースベースのポリシーがコンソールで更新されます。Lambda コンソールで使用でき
ない他のアカウントやサービスにアクセス許可を付与するには、AWS CLI を使用します。
add-permission コマンドを使用してステートメントを追加します。最もシンプルなリソースベースの
ポリシーのステートメントでは、サービスで関数を呼び出すことができます。次のコマンドでは、myfunction という名前の関数を呼び出すためのアクセス許可を Amazon SNS に付与します。
aws lambda add-permission --function-name my-function --action lambda:InvokeFunction -statement-id sns \
--principal sns.amazonaws.com --output text

次のような出力が表示されます。
{"Sid":"sns","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"sns.amazonaws.com"},"Action":"lambda:InvokeFunction","Resource":"arn:aws:lambda:useast-2:123456789012:function:my-function"}

これにより、Amazon SNS は関数の lambda:Invoke API を呼び出すことができますが、呼び出しをトリ
ガーする Amazon SNS トピックは制限されません。関数が特定のリソースからのみ呼び出せるようにする
には、source-arn オプションでリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。次のコマン
ドは、Amazon SNS に、my-topic という名前のトピックをサブスクリプションするための、関数を呼び
出すことのみ許可します。
aws lambda add-permission --function-name my-function --action lambda:InvokeFunction -statement-id sns-my-topic \
--principal sns.amazonaws.com --source-arn arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:my-topic

一部のサービスでは、他のアカウントで関数を呼び出すことができます。アカウント ID を含むソース
ARN を指定した場合は問題ではありません。ただし、Amazon S3 では、ソースは、ARN にアカウント ID
が含まれないバケットになります。バケットを削除すると、別のアカウントで同じ名前のバケットが作成
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される可能性があります。アカウントのリソースでのみ関数を呼び出せるように、アカウント ID を指定し
て source-account オプションを使用します。
aws lambda add-permission --function-name my-function --action lambda:InvokeFunction -statement-id s3-account \
--principal s3.amazonaws.com --source-arn arn:aws:s3:::my-bucket-123456 --sourceaccount 123456789012

関数へのアクセス権を組織に付与する
AWS Organizations の組織にアクセス許可を付与するには、組織 ID を principal-org-id として指定
します。次の AWS CLI コマンド AddPermission (p. 915) によって、o-a1b2c3d4e5f の組織内のすべて
のユーザーに呼び出しアクセス許可が付与されます。
aws lambda add-permission --function-name example \
--statement-id PrincipalOrgIDExample --action lambda:InvokeFunction \
--principal * --principal-org-id o-a1b2c3d4e5f

Note
このコマンドでは、Principal は * です。これにより、組織 o-a1b2c3d4e5f 内のすべての
ユーザーが関数呼び出しアクセス許可を取得します。Principal として AWS アカウントまたは
ロールを指定した場合、そのプリンシパルだけが関数呼び出しアクセス許可を取得します。ただ
し、それらが o-a1b2c3d4e5f 組織の一部である場合に限ります。
このコマンドで、次のようなリソースベースのポリシーが作成されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PrincipalOrgIDExample",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:example",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:PrincipalOrgID": "o-a1b2c3d4e5f"
}
}
}
]

詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「aws:PrincipalOrgID」を
参照してください。

他のアカウントへのアクセス権を関数に付与する
別の AWS アカウントへのアクセス許可を付与するには、アカウント ID を principal として指定しま
す。次の例では、111122223333 エイリアスを使用して my-function を呼び出すアクセス許可をアカ
ウント prod に付与します。
aws lambda add-permission --function-name my-function:prod --statement-id xaccount --action
lambda:InvokeFunction \
--principal 111122223333 --output text
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次のような出力が表示されます。

{"Sid":"xaccount","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"arn:aws:iam::111122223333:root"},"Action":"lambda:InvokeFunction","Resource":"arn:aws:lambda:us
east-2:123456789012:function:my-function"}

リソースベースのポリシーは、他のアカウントに対して関数へのアクセス許可を付与しますが、そのアカ
ウントのユーザーに対してはユーザーに付与済みのアクセス許可を超える許可を付与しません。他のアカ
ウントのユーザーが Lambda API を使用するには、対応するユーザー権限 (p. 60)が必要です。
別のアカウントのユーザーまたはロールへのアクセスを制限するには、ID の完全な ARN をプリンシパル
として指定します。例えば、arn:aws:iam::123456789012:user/developer です。
エイリアス (p. 181)では、他のアカウントが呼び出すことができるバージョンを制限します。この方法で
は、他のアカウントは、エイリアスを関数 ARN を含める必要があります。
aws lambda invoke --function-name arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myfunction:prod out

次のような出力が表示されます。
{
}

"StatusCode": 200,
"ExecutedVersion": "1"

その後、関数の所有者は、新しいバージョンを参照するようにエイリアスを更新できます。これにより、
呼び出し元で関数を呼び出す方法を変更する必要がなくなります。また、他のアカウントは、新しいバー
ジョンを使用するようにコードを変更する必要もなくなります。エイリアスに関連付けられた関数のバー
ジョンを呼び出すアクセス許可が付与されるだけです。
既存の関数で動作する (p. 78)ほとんどの API アクションにクロスアカウントアクセスを付与できま
す。例えば、アカウントによるエイリアスのリストの取得を許可する lambda:ListAliases、または関
数コードのダウンロードを許可する lambda:GetFunction へのアクセス権を付与することができます。
各アクセス許可を個別に追加するか、lambda:* を使用して、指定された関数のすべてのアクションに対
するアクセス権を付与します。

クロスアカウント API
現在、Lambda はリソースベースのポリシーによるすべての API に対するクロスアカウントアクションを
サポートしていません。以下の API がサポートされています。
• 呼び出し (p. 1028)
• GetFunction (p. 992)
• GetFunctionConfiguration (p. 1001)
• UpdateFunctionCode (p. 1124)
• DeleteFunction (p. 965)
• PublishVersion (p. 1077)
• ListVersionsByFunction (p. 1068)
• CreateAlias (p. 920)
• GetAlias (p. 981)
• ListAliases (p. 1036)
• UpdateAlias (p. 1107)
• DeleteAlias (p. 955)
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• GetPolicy (p. 1023)
• PutFunctionConcurrency (p. 1088)
• DeleteFunctionConcurrency (p. 969)
• ListTags (p. 1066)
• TagResource (p. 1103)
• UntagResource (p. 1105)
他のアカウントに複数の関数に対するアクセス許可、または関数で実行しないアクションに対するアクセ
ス許可を付与するには、IAM ロール (p. 60)を使用することをお勧めします。

他のアカウントへのアクセス権をレイヤーに付与する
レイヤーの使用に関するアクセス許可を別のアカウントに付与するには、add-layer-version-permission コ
マンドを使用して、ステートメントをレイヤーバージョンのアクセス許可ポリシーに追加します。アクセ
ス許可は、各ステートメントで、1 つのアカウント、すべてのアカウント、または組織に付与することが
できます。
aws lambda add-layer-version-permission --layer-name xray-sdk-nodejs --statement-id
xaccount \
--action lambda:GetLayerVersion --principal 111122223333 --version-number 1 --output text

次のような出力が表示されます。

e210ffdc-e901-43b0-824b-5fcd0dd26d16
{"Sid":"xaccount","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"arn:aws:iam::111122223333:root"},"Action":"lambda:GetLayerVersion","Resource":"arn:aws:lambda:u
east-2:123456789012:layer:xray-sdk-nodejs:1"}

アクセス許可は、単一レイヤーバージョンにのみ適用されます。新しいレイヤーバージョンを作成するた
びに、このプロセスを繰り返します。
組織内のすべてのアカウントにアクセス許可を付与するには、organization-id オプションを使用しま
す。以下の例では、バージョン 3 のレイヤーを使用するアクセス許可を、組織のすべてのアカウントに付
与します。
aws lambda add-layer-version-permission --layer-name my-layer \
--statement-id engineering-org --version-number 3 --principal '*' \
--action lambda:GetLayerVersion --organization-id o-t194hfs8cz --output text

次のような出力が表示されます。
b0cd9796-d4eb-4564-939f-de7fe0b42236
{"Sid":"engineeringorg","Effect":"Allow","Principal":"*","Action":"lambda:GetLayerVersion","Resource":"arn:aws:lambda:useast-2:123456789012:layer:my-layer:3","Condition":{"StringEquals":{"aws:PrincipalOrgID":"ot194hfs8cz"}}}"

アクセス許可をすべての AWS アカウントに付与するには、プリンシパルに * を使用して、組織 ID を除
外します。複数のアカウントまたは組織が対象の場合は、複数のステートメントを追加する必要がありま
す。

リソースベースのポリシーのクリーンアップ
関数のリソースベースのポリシーを表示するには、get-policy コマンドを使用します。
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aws lambda get-policy --function-name my-function --output text

次のような出力が表示されます。
{"Version":"2012-10-17","Id":"default","Statement":
[{"Sid":"sns","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"s3.amazonaws.com"},"Action":"lambda:InvokeFunction","Resource":"arn:aws:lambda:useast-2:123456789012:function:my-function","Condition":{"ArnLike":
{"AWS:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:lambda*"}}}]}
7c681fc9-b791-4e91acdf-eb847fdaa0f0

バージョンおよびエイリアスでは、バージョン番号またはエイリアスを関数名に追加します。
aws lambda get-policy --function-name my-function:PROD

関数からアクセス許可を削除するには、remove-permission を使用します。
aws lambda remove-permission --function-name example --statement-id sns

レイヤーでのアクセス許可を表示するには、get-layer-version-policy コマンドを使用します。
aws lambda get-layer-version-policy --layer-name my-layer --version-number 3 --output text

次のような出力が表示されます。
b0cd9796-d4eb-4564-939f-de7fe0b42236
{"Sid":"engineeringorg","Effect":"Allow","Principal":"*","Action":"lambda:GetLayerVersion","Resource":"arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:layer:my-layer:3","Condition":{"StringEquals":{"aws:PrincipalOrgID":"ot194hfs8cz"}}}"

remove-layer-version-permission を使用して、ポリシーからステートメントを削除します。
aws lambda remove-layer-version-permission --layer-name my-layer --version-number 3 -statement-id engineering-org
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Lambda アクションのリソースと条件
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーでリソースと条件を指定することで、ユーザーのア
クセス許可の範囲を制限できます。ポリシーの各アクションが、それぞれの動作によって異なるリソース
タイプと条件タイプの組み合わせをサポートします。
各 IAM ポリシーステートメントによって、リソースで実行されるアクションに対するアクセス許可が付与
されます。アクションが名前の付いたリソースで動作しない場合、またはすべてのリソースに対してアク
ションを実行するアクセス許可を付与した場合、ポリシー内のリソースの値はワイルドカード (*) になり
ます。多くのアクションでは、リソースの Amazon リソースネーム (ARN)、または複数のリソースに一致
する ARN パターンを指定することによって、ユーザーによる変更が可能なリソースを制限できます。
リソース別にアクセス許可を制限するには、ARN 別にリソースを指定します。

Lambda リソース ARN 形式
• 関数 - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function
• 関数のバージョン - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function:1
• 関数のエイリアス - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myfunction:TEST
• イベントソースマッピング - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:event-sourcemapping:fa123456-14a1-4fd2-9fec-83de64ad683de6d47
• レイヤー - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer
• レイヤーバージョン - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer:1
例えば、以下のポリシーでは、my-function という名前の関数を米国西部 (オレゴン) AWS リージョン
で呼び出すことを、AWS アカウント 123456789012 のユーザーに対し許可します。

Example 関数ポリシーを呼び出す
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Invoke",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function"
}
]

アクションの識別子 (lambda:InvokeFunction) が、API オペレーション (Invoke (p. 1028)) と異なる特
別なケースです。その他のアクションのアクションの識別子は、lambda: プレフィックスがついたオペ
レーション名です。
セクション
• ポリシー条件 (p. 76)
• 関数のリソース名 (p. 76)
• 関数のアクション (p. 78)
• イベントソースのマッピングアクション (p. 80)
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• レイヤーのアクション (p. 80)

ポリシー条件
条件は、アクションが許可されているかどうかを判断するために追加のロジックを適用するオプションの
ポリシー要素です。すべてのアクションでサポートされている共通の条件に加えて、Lambda は、一部の
アクションが使用する追加パラメータの値を制限するための条件タイプも定義します。
例えば、lambda:Principal 条件では、関数のリソースベースのポリシー (p. 69)への呼び出しアク
セス権をユーザーが付与できる、サービスまたはアカウントを制限できます。次のポリシーを使用する
と、ユーザーは、test という名前の関数を呼び出すアクセス許可を Amazon Simple Notiﬁcation Service
(Amazon SNS) トピックに付与できます。

Example 関数ポリシーのアクセス許可を管理する
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ManageFunctionPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:AddPermission",
"lambda:RemovePermission"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:test:*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"lambda:Principal": "sns.amazonaws.com"
}
}
}
]

この条件では、プリンシパルが Amazon SNS で、別のサービスやアカウントでないことが必要です。リ
ソースパターンでは、関数名が test で、バージョン番号またはエイリアスが含まれている必要がありま
す。例えば、test:v1 です。
Lambda および他の AWS のサービスでのリソースと条件の詳細については、「サービス認証リファレン
ス」の「AWS のサービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

関数のリソース名
Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーステートメント内で Lambda 関数を参照します。関
数 ARN の形式は、関数全体を参照する (修飾)か、関数のバージョン (p. 179)やエイリアス (p. 181)を
参照する (非修飾) かに応じて異なります。
Lambda API コールを行うとき、ユーザーは、GetFunction (p. 992) FunctionName パラメータにある
バージョン ARN またはエイリアス ARN を渡すか、 GetFunction (p. 992) Qualifier パラメータにあ
る値を設定することで、バージョンまたはエイリアスを指定することができます。Lambda は、IAM ポリ
シー内のリソース要素を、API コールで渡された FunctionName と Qualifier の両方と比較することに
よって、認可の決定を行います。一致しないものがある場合、Lambda はそのリクエストを拒否します。
関数に対するアクションを許可するか拒否するかにかかわらず、期待どおりの結果を得るには、ポリシー
ステートメントで正しい関数の ARN タイプを使用する必要があります。例えば、ポリシーが非修飾 ARN
を参照する場合、Lambda は非修飾 ARN を参照するリクエストを受け入れますが、修飾 ARN を参照する
リクエストは拒否します。
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Note
アカウント ID を照合するためにワイルドカード文字 (*) を使用することはできません。認められ
る構文の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーリファレンス」を参
照してください。

Example 非修飾 ARN の呼び出しの許可
{

}

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

ポリシーが特定の修飾 ARN を参照する場合、Lambda はその ARN を参照するリクエストを受け入れます
が、非修飾 ARN や別の修飾 ARN (myFunction:2 など) を参照するリクエストは拒否します。

Example 特定の修飾 ARN の呼び出しの許可
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction:1"
}
]

ポリシーが :* を使用して任意の修飾 ARN を参照する場合、Lambda は修飾 ARN ならどれでも受け入れ
ますが、非修飾 ARN を参照するリクエストは拒否します。

Example 任意の修飾 ARN の呼び出しの許可
{

}

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

ポリシーが * を使用して任意の ARN を参照する場合、Lambda はすべての修飾 ARN と非修飾 ARN を受
け入れます。

Example 任意の修飾または非修飾 ARN の呼び出しの許可
{

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

]

}

"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction*"

関数のアクション
以下の表で説明されているように、関数を操作するアクションは、関数、バージョン、またはエイリアス
ARN によって特定の関数に制限することができます。リソース制限をサポートしていないアクションは、
すべてのリソース (*) に付与されます。

関数のアクション
アクション

リソース

条件

AddPermission (p. 915)

関数

lambda:Principal

RemovePermission (p. 1100)

関数のバージョン

aws:ResourceTag/${TagKey}

関数のエイリアス

lambda:FunctionUrlAuthType

呼び出し (p. 1028)

関数

aws:ResourceTag/${TagKey}

アクセス許可:
lambda:InvokeFunction

関数のバージョン

CreateFunction (p. 938)

関数

関数のエイリアス
lambda:CodeSigningConfigArn
lambda:Layer
lambda:VpcIds
lambda:SubnetIds
lambda:SecurityGroupIds
aws:ResourceTag/${TagKey}
aws:RequestTag/${TagKey}
aws:TagKeys

UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)

関数

lambda:CodeSigningConfigArn
lambda:Layer
lambda:VpcIds
lambda:SubnetIds
lambda:SecurityGroupIds
aws:ResourceTag/${TagKey}

CreateAlias (p. 920)

関数

DeleteAlias (p. 955)
DeleteFunction (p. 965)
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アクション

リソース

条件

CreateFunctionUrlConfig

関数

lambda:FunctionUrlAuthType

DeleteFunctionUrlConfig

関数のエイリアス

lambda:FunctionArn

ListFunctionUrlConfigs

関数

lambda:FunctionUrlAuthType

DeleteProvisionedConcurrencyConfig

関数のエイリアス

aws:ResourceTag/${TagKey}

GetProvisionedConcurrencyConfig

関数のバージョン

DeleteFunctionCodeSigningConfig
DeleteFunctionConcurrency (p. 969)
GetAlias (p. 981)
GetFunction (p. 992)
GetFunctionCodeSigningConfig
GetFunctionConcurrency
GetFunctionConfiguration (p. 1001)
GetPolicy (p. 1023)
ListProvisionedConcurrencyConfigs
ListAliases (p. 1036)
ListTags (p. 1066)
ListVersionsByFunction (p. 1068)
PublishVersion (p. 1077)
PutFunctionCodeSigningConfig
PutFunctionConcurrency (p. 1088)
UpdateAlias (p. 1107)
UpdateFunctionCode (p. 1124)

GetFunctionUrlConfig
UpdateFunctionUrlConfig

PutProvisionedConcurrencyConfig
GetAccountSettings (p. 979)

*

なし

関数

aws:ResourceTag/${TagKey}

ListFunctions (p. 1048)
TagResource (p. 1103)

aws:RequestTag/${TagKey}
aws:TagKeys
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アクション

リソース

条件

UntagResource (p. 1105)

関数

aws:ResourceTag/${TagKey}
aws:TagKeys

イベントソースのマッピングアクション
イベントソースマッピング (p. 243)では、アクセス許可に関する削除および更新を、特定のイベントソー
スに制限することができます。lambda:FunctionArn 条件では、ユーザーが呼び出すイベントソースを
設定できる関数を制限することができます。
これらのアクションでは、リソースはイベントソースマッピングであるため、Lambda では、イベント
ソースマッピングで呼び出される関数に基づき、アクセス許可を制限することができる条件を提供しま
す。

イベントソースのマッピングアクション
アクション

リソース

条件

DeleteEventSourceMapping (p. 959)

イベントソースマッピング

lambda:FunctionArn

CreateEventSourceMapping (p. 927)

*

lambda:FunctionArn

GetEventSourceMapping (p. 986)

*

なし

UpdateEventSourceMapping (p. 1114)

ListEventSourceMappings (p. 1041)

レイヤーのアクション
レイヤーアクションでは、関数を使用してユーザーが管理または使用できるレイヤーを制限できます。レ
イヤーの使用とアクセス許可に関連するアクションはレイヤーのバージョン、PublishLayerVersion
はレイヤー名に影響します。ワイルドカードとあわせていずれかを使用して、ユーザーが操作できるレイ
ヤーを名前で制限することができます。

Note
GetLayerVersion (p. 1014) アクションは GetLayerVersionByArn (p. 1018) もカバーしま
す。Lambda は、GetLayerVersionByArn を IAM アクションとしてサポートしていません。

レイヤーのアクション
アクション

リソース

条件

AddLayerVersionPermission (p. 911)

レイヤーバージョン

なし

RemoveLayerVersionPermission (p. 1098)
GetLayerVersion (p. 1014)
GetLayerVersionPolicy (p. 1021)
DeleteLayerVersion (p. 975)
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アクション

リソース

条件

ListLayerVersions (p. 1060)

Layer

なし

*

なし

PublishLayerVersion (p. 1072)
ListLayers (p. 1057)

81

AWS Lambda デベロッパーガイド
アクセス許可の境界

AWS Lambda アプリケーションに対するアクセス
許可の境界の使用
AWS Lambda コンソールでアプリケーションを作成する (p. 784)場合、Lambda はアプリケーションの
IAM ロールにアクセス許可の境界を適用します。このアクセス許可の境界によって、アプリケーションの
テンプレートが各機能に対して作成する実行ロール (p. 53)のスコープと、ユーザーがテンプレートに追加
するロールのスコープが制限されます。アクセス許可の境界は、アプリケーションの Git リポジトリへの
書き込み権限を持つユーザーが、自身のリソースの範囲を超えてアプリケーションのアクセス許可をエス
カレーションすることを防ぎます。
Lambda コンソールのアプリケーションテンプレートには、アクセス許可の境界を、作成する全関数に適
用するグローバルプロパティが含まれます。
Globals:
Function:
PermissionsBoundary: !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:policy/
${AppId}-${AWS::Region}-PermissionsBoundary'

境界により、関数のロールのアクセス許可が制限されます。テンプレート内の関数の実行ロールにアクセ
ス許可を追加できますが、そのアクセス許可は、アクセス許可の境界でも許可されている場合にのみ有効
です。AWS CloudFormation が引き受けるアプリケーションをデプロイするロールは、アクセス許可の境
界を強制します。このロールには、アプリケーションのアクセス許可の境界がアタッチされたロールを作
成して渡す権限しかありません。
デフォルトでは、アプリケーションのアクセス許可の境界によって、関数がアプリケーション内のリソー
スに対してアクションを実行できるようになります。例えば、アプリケーションに Amazon DynamoDB
テーブルが含まれている場合、境界は、リソースレベルのアクセス許可を持つ特定のテーブルに対する操
作を制限できる任意の API アクションへのアクセスを許可します。リソースレベルのアクセス許可をサ
ポートしないアクションは、境界内で明示的に許可されている場合にのみ使用できます。これには、ログ
とトレース用の Amazon CloudWatch Logs および AWS X-Ray API アクションが含まれます。

Example アクセス許可の境界
{

*",

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"*"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-app-getAllItemsFunction"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-app-getByIdFunction-*",
"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-app-putItemFunction-*",
"arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/my-app-SampleTable-*"

},
{

],
"Effect": "Allow",
"Sid": "StackResources"

"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:PutLogEvents",
"xray:Put*"
],
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}

]

},
...

"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "StaticPermissions"

他のリソースまたは API アクションにアクセスするには、ユーザーまたは管理者がアクセス許可の境界
を拡張して、それらのリソースを含める必要があります。アプリケーションの実行ロールまたはデプロイ
ロールを更新して、追加のアクションを使用できるようにする必要がある場合もあります。
• アクセス許可の境界 - アプリケーションにリソースを追加するとき、または実行ロールがより多くの
アクションにアクセスする必要があるときに、アプリケーションのアクセス許可の境界を拡張しま
す。IAM で、境界にリソースを追加して、そのリソースのタイプに対するリソースレベルのアクセス許
可をサポートする API アクションの使用を許可します。リソースレベルのアクセス許可をサポートしな
いアクションの場合は、どのリソースにもスコープが設定されていないステートメントにアクションを
追加します。
• 実行ロール - 追加のアクションを使用する必要がある場合は、関数の実行ロールを拡張します。アプリ
ケーションテンプレートで、実行ロールにポリシーを追加します。境界と実行ロールにおけるアクセス
許可の共通部分が、関数に付与されます。
• デプロイロール - リソースを作成または構成するために追加のアクセス許可が必要な場合、アプリケー
ションのデプロイロールを拡張します。IAM で、アプリケーションのデプロイロールにポリシーを追加
します。デプロイロールには、AWS CloudFormation でアプリケーションをデプロイまたは更新するの
と同じユーザー権限が必要です。
アプリケーションにリソースを追加し、その権限を拡張するチュートリアルについては、
「??? (p. 784)」を参照してください。
詳細については、IAM ユーザーガイド の IAM エンティティのアクセス許可の境界を参照してください。
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Lambda ランタイム
Lambda は、ランタイム (p. 13)の使用により複数の言語をサポートします。コンテナーイメージとして
定義された関数 (p. 140)の場合は、そのコンテナーイメージを作成 (p. 148)する際に、ランタイムと
Linux ディストリビューションを選択します。ランタイムを変更するには、新しいコンテナーイメージを
作成します。
デプロイ用のパッケージに .zip ファイルアーカイブを使用する場合は、関数の作成時にランタイムを
選択します。このランタイムは、関数の設定を更新 (p. 136)することで変更できます。ランタイム
は、Amazon Linux ディストリビューションの 1 つとペアを構成しています。基盤となる実行環境は、関
数コードからアクセスできる追加のライブラリと環境変数 (p. 172)を提供します。

Amazon Linux 2
• イメージ – カスタム
• Linux カーネル – 4.14

Amazon Linux
• イメージ - amzn-ami-hvm-2018.03.0.20220802.0-x86_64-gp2
• Linux カーネル – 4.14
Lambda は、実行環境 (p. 103)で関数を呼び出します。実行環境では、関数の実行に必要なリソースを管
理するセキュアで分離されたランタイム環境が提供されます。Lambda は以前の呼び出し (使用可能な場
合) から実行環境を再利用しますが、新しい実行環境を作成することもできます。
ランタイムは単一バージョンの言語、複数バージョンの言語、または複数の言語をサポートできます。
言語またはフレームワークバージョンに固有のランタイムは、バージョンのサポートが終了すると廃
止 (p. 85)されます。
Lambda で他の言語を使用するには、カスタムランタイム (p. 93)を実装します。Lambda 実行環境に
は、呼び出しイベントの取得とレスポンスの送信を行うためのランタイムインターフェイス (p. 118)が搭
載されています。カスタムランタイムは関数コードと一緒に、またはレイヤー (p. 161)でデプロイできま
す。

Note
新しいリージョンでは、Lambda は今後 6 か月以内に廃止される予定のランタイムをサポートし
ません。

ランタイムのサポート
名前

識別子

SDK

オペレーティン アーキテクチャ 廃止
グシステム

Node.js 16

nodejs16.x

2.1083.0

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

Node.js 14

nodejs14.x

2.1055.0

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

Node.js 12

nodejs12.x

2.1055.0

Amazon Linux
2

x86_64、arm64 2022 年 11 月
14 日

Python 3.9

python3.9

boto3-1.20.32
Amazon Linux
botocore-1.23.32 2
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名前

識別子

SDK

オペレーティン アーキテクチャ 廃止
グシステム

Python 3.8

python3.8

boto3-1.20.32
Amazon Linux
botocore-1.23.32 2

x86_64、arm64

Python 3.7

python3.7

boto3-1.20.32
Amazon Linux
botocore-1.23.32

x86_64

Java 11

java11

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

Java 8

java8.al2

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

Java 8

java8

Amazon Linux

x86_64

.NET Core 3.1

dotnetcore3.1

Amazon Linux
2

x86_64、arm64 2023 年 1 月 20
日

.NET 6

dotnet6

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

.NET 5

dotnet5.0

Amazon Linux
2

x86_64

Go 1.x

go1.x

Amazon Linux

x86_64

Ruby 2.7

ruby2.7

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

カスタムランタ provided.al2
イム

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

カスタムランタ provided
イム

Amazon Linux

x86_64

3.1.0

ランタイムの非推奨化に関するポリシー
Lambda ランタイム (p. 84) .zip ファイルアーカイブは、メンテナンスとセキュリティの更新の対象とな
るオペレーティングシステム、プログラミング言語、およびソフトウェアライブラリの組み合わせを中心
に構築されています。ランタイムのコンポーネントに対してセキュリティ更新プログラムが使用できなく
なった場合、Lambda はランタイムを廃止にします。
ランタイムの非推奨 (サポート終了) は 2 つのフェーズで発生します。
フェーズ 1 – Lambda は、ランタイムに対するセキュリティパッチやその他の更新の適用を停止します。
ランタイムを使用する関数を作成することはできなくなりますが、既存の関数を更新し続けることはで
きます。これには、ランタイムバージョンの更新、および以前のランタイムバージョンへのロールバック
が含まれます。非推奨となったランタイムを使用する関数は、テクニカルサポートの対象ではなくなりま
す。
フェーズ 2 – ランタイムを使用する関数を作成または更新できなくなります。関数を更新するには、サ
ポートされているランタイムバージョンに移行する必要があります。サポートされているランタイムバー
ジョンに関数を移行した後は、関数を以前のランタイムにロールバックすることはできません。フェーズ
2 が開始されるのは、フェーズ 1 の開始から少なくとも 30 日が経過した後です。
Lambda は、廃止されたランタイムバージョンを使用する関数の呼び出しをブロックしません。ランタイ
ムバージョンのサポート終了後、関数の呼び出しは無期限に継続されます。ただし、AWS では、セキュリ
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ティパッチを引き続き受け取り、テクニカルサポートを利用できるように、サポートされているランタイ
ムバージョンに関数を移行することを強くお勧めします。
各フェーズは、以下の表において指定された日付の深夜 (太平洋標準時) にスタートします。次のランタイ
ムは、サポート終了に達しています。

非推奨のランタイム
名前

識別子

オペレーティング
システム

非推奨化フェーズ
1

非推奨化フェーズ
2

Python 3.6

python3.6

Amazon Linux

2022 年 7 月 18 日

2022 年 8 月 17 日

Python 2.7

python2.7

Amazon Linux

2021 年 7 月 15 日

2022 年 5 月 30 日

.NET Core 2.1

dotnetcore2.1

Amazon Linux

2022 年 1 月 5 日

2022 年 4 月 13 日

Ruby 2.5

ruby2.5

Amazon Linux

2021 年 7 月 30 日

2022 年 3 月 31 日

Node.js 10

nodejs10.x

Amazon Linux 2

2021 年 7 月 30 日

2022 年 2 月 14 日

Node.js 8.10

nodejs8.10

Amazon Linux

2020 年 3 月 6 日

Node.js 4.3

nodejs4.3

Amazon Linux

2020 年 3 月 5 日

Node.js 6.10

nodejs6.10

Amazon Linux

2019 年 8 月 12 日

.NET Core 1.0

dotnetcore1.0

Amazon Linux

2019 年 7 月 30 日

.NET Core 2.0

dotnetcore2.0

Amazon Linux

2019 年 5 月 30 日

Node.js 4.3 Edge

nodejs4.3-edge

Amazon Linux

2019 年 4 月 30 日

Node.js 0.10

nodejs

Amazon Linux

2016 年 10 月 31
日

ほとんどの場合、言語バージョンまたはオペレーティングシステムのサポート終了日は事前に通知されま
す。Lambda は、ユーザーが、60 日以内にサポートの終了が予定されているランタイムを使用する関数
を使用している場合、電子メールで通知します。稀に、サポート終了の事前通知ができない場合がありま
す。例えば、後方互換性のない更新が必要なセキュリティ問題、または長期サポート (LTS) スケジュール
を提供しないランタイムコンポーネントなどです。

言語およびフレームワークのサポートポリシー
• Node.js – github.com
• Python – devguide.python.org
• Ruby – www.ruby-lang.org
• Java – www.oracle.com と Corretto のよくある質問
• Go – golang.org
• .NET Core – dotnet.microsoft.com
トピック
• ランタイム環境の変更 (p. 88)
• AWS Lambda のカスタムランタイム (p. 93)
• チュートリアル - カスタムランタイムの公開 (p. 95)
• Lambda で AVX2 ベクトル化を使用する (p. 101)
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ランタイム環境の変更
内部拡張機能 (p. 262)を使用して、ランタイムプロセスを変更できます。内部拡張機能は、個別のプロセ
スではありません。ランタイムプロセスの一部として実行されます。
Lambda は、ランタイムにオプションとツールを追加するように設定することが可能な、言語固有の環境
変数 (p. 172)を提供します。Lambda さらにラッパースクリプト (p. 90)を呼び出します。これによ
り、Lambda はランタイム起動をスクリプトに委任できます。ラッパースクリプトを作成して、ランタイ
ムの起動動作をカスタマイズできます。

言語固有の環境変数
Lambda は、次の言語固有の環境変数を通じて、関数の初期化中にコードをプリロードできるように設定
専用の方法をサポートしています。
• JAVA_TOOL_OPTIONS – Java を使用する場合、Lambda は追加のコマンドライン変数を設定するため
に、この環境変数をサポートします。この環境変数では、ツールの初期化を指定できます。具体的に
は、agentlib または javaagent オプションを使用して、ネイティブまたは Java プログラミング言
語エージェントの起動を指定できます。
• NODE_OPTIONS - Node.js 10x 以降では、Lambda はこの環境変数をサポートします。
• DOTNET_STARTUP_HOOKS -.NET Core 3.1 以降では、この環境変数が、Lambda が使用できるアセンブ
リ (dll) へのパスを指定します。
起動プロパティを設定するには、言語固有の環境変数を使用することをお勧めします。

例: javaagent で Lambda 呼び出しをインターセプトする
Java Virtual Machine (JVM) は、JVM に対して javaagent パラメータで指定されたクラスを探し、アプ
リケーションのエントリポイントの前に premain メソッドを呼び出します。
次の例では、Byte Buddy を使用しています。これは、コンパイラの支援を受けることなく Java アプ
リケーションのランタイム時に Java クラスを作成および変更するためのライブラリです。Byte Buddy
は、Java エージェントを生成するための追加の API を提供しています。この例では、Agent クラスは
RequestStreamHandler クラスに対して行われた handleRequest メソッドのすべての呼び出しをイン
ターセプトします。このクラスは、ハンドラー呼び出しをラップするために、ランタイムで内部的に使用
されます。

import
import
import
import

com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestStreamHandler;
net.bytebuddy.agent.builder.AgentBuilder;
net.bytebuddy.asm.Advice;
net.bytebuddy.matcher.ElementMatchers;

import java.lang.instrument.Instrumentation;
public class Agent {

}

public static void premain(String agentArgs, Instrumentation inst) {
new AgentBuilder.Default()
.with(new AgentBuilder.InitializationStrategy.SelfInjection.Eager())
.type(ElementMatchers.isSubTypeOf(RequestStreamHandler.class))
.transform((builder, typeDescription, classLoader, module) -> builder
.method(ElementMatchers.nameContains("handleRequest"))
.intercept(Advice.to(TimerAdvice.class)))
.installOn(inst);
}
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前の例のエージェントは TimerAdvice メソッドを使用します。TimerAdvice は、メソッド呼び出しに
かかったミリ秒数を測定し、メソッドの時間と詳細 (名前や渡された引数など) を記録します。

import
import
import
import
import

static
static
static
static
static

net.bytebuddy.asm.Advice.AllArguments;
net.bytebuddy.asm.Advice.Enter;
net.bytebuddy.asm.Advice.OnMethodEnter;
net.bytebuddy.asm.Advice.OnMethodExit;
net.bytebuddy.asm.Advice.Origin;

public class TimerAdvice {
@OnMethodEnter
static long enter() {
return System.currentTimeMillis();
}

{

@OnMethodExit
static void exit(@Origin String method, @Enter long start, @AllArguments Object[] args)

StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (Object arg : args) {
sb.append(arg);
sb.append(", ");
}
System.out.println(method + " method with args: " + sb.toString() + " took " +
(System.currentTimeMillis() - start) + " milliseconds ");
}

}

上記の TimerAdvice メソッドには次の依存関係があります。

*'com.amazonaws'*, *name*: *'aws-lambda-java-core'*, *version*: *'1.2.1'*
*'net.bytebuddy'*, *name*: *'byte-buddy-dep'*, *version*: *'1.10.14'*
*'net.bytebuddy'*, *name*: *'byte-buddy-agent'*, *version*: *'1.10.14'*

エージェント JAR を含むレイヤーを作成したら、環境変数を設定して JAR 名をランタイムの JVM に渡す
ことができます。
JAVA_TOOL_OPTIONS=-javaagent:"/opt/ExampleAgent-0.0.jar"

{key=lambdaInput} を使用して関数を呼び出すと、ログに次の行が表示されます。

public java.lang.Object lambdainternal.EventHandlerLoader
$PojoMethodRequestHandler.handleRequest
(java.lang.Object,com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context) method with args:
{key=lambdaInput}, lambdainternal.api.LambdaContext@4d9d1b69, took 106 milliseconds

例: JVM ランタイムプロセスへのシャットダウンフックの追加
Shutdown イベント中に拡張機能が登録されると、ランタイムプロセスがグレースフルシャットダウンを
処理するために、最大 500 ms がかかります。ランタイムプロセスにフックすることができます。JVM が
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シャットダウンプロセスを開始すると、登録されたすべてのフックが開始されます。シャットダウンフッ
クを登録するには、拡張機能として登録 (p. 113)する必要があります。Shutdown イベントはランタイ
ムに自動的に送信されるため、特に登録する必要はありません。

import java.lang.instrument.Instrumentation;
public class Agent {
//
//

public static void premain(String agentArgs, Instrumentation inst) {
Register the extension.
...

//
}

Register the shutdown hook
addShutdownHook();

private static void addShutdownHook() {
//
Shutdown hooks get up to 500 ms to handle graceful shutdown before the runtime is
terminated.
//
//
You can use this time to egress any remaining telemetry, close open database
connections, etc.
Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread(() -> {
//
Inside the shutdown hook's thread we can perform any remaining task which
needs to be done.
}));
}
}

例: InvokedFunctionArn の取得
@OnMethodEnter
static long enter() {
String invokedFunctionArn = null;
for (Object arg : args) {
if (arg instanceof Context) {
Context context = (Context) arg;
invokedFunctionArn = context.getInvokedFunctionArn();
}
}
}

ラッパースクリプト
ラッパースクリプトを作成することで、Lambda 関数のランタイム起動動作をカスタマイズできます。
ラッパースクリプトを使用すると、言語固有の環境変数を通じて、設定できない設定パラメーターを設定
できます。

Note
ラッパースクリプトがランタイムプロセスを正常に開始しない場合、呼び出しが失敗することが
あります。
次の Lambda ランタイム (p. 84)は、ラッパースクリプトをサポートしています。
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• Node.js 14.x
• Node.js 12.x
• Node.js 10.x
• Python 3.9
• Python 3.8
• Ruby 2.7
• Java 11
• Java 8 (java8.al2)
• .NET Core 3.1
関数にラッパースクリプトを使用すると、Lambda はユーザーのスクリプトを使ってランタイムを開始し
ます。Lambda は、インタープリターへのパスと、標準ランタイムを起動するための元の引数のすべてを
スクリプトに送信します。スクリプトは、プログラムの起動動作を拡張または変換できます。例えば、ス
クリプトは、引数の挿入と変更、環境変数の設定、またはメトリクス/エラー/その他の診断情報の取得を行
うことができます。
スクリプトを指定するには、実行可能バイナリまたはスクリプトのファイルシステムパスとして
AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER 環境変数の値を設定します。

例: Python 3.8 でのラッパースクリプトの作成と使用
次の例では、-X importtime オプションを指定して Python インタプリタを起動するラッパースクリプ
トを作成します。関数を実行すると、Lambda は、各インポートのインポートに要した時間を示すログエ
ントリを生成します。

Python 3.8 でラッパースクリプトを作成して使用するには
1.

ラッパースクリプトを作成するには、次のコードを importtime_wrapper という名前のファイルに
貼り付けます。

#!/bin/bash
# the path to the interpreter and all of the originally intended arguments
args=("$@")
# the extra options to pass to the interpreter
extra_args=("-X" "importtime")
# insert the extra options
args=("${args[@]:0:$#-1}" "${extra_args[@]}" "${args[@]: -1}")
# start the runtime with the extra options
exec "${args[@]}"

2.

スクリプトに実行可能なアクセス許可を与えるには、コマンドラインから「chmod +x
importtime_wrapper」と入力します。

3.

スクリプトを Lambda レイヤー (p. 161)としてデプロイします。

4.

Lambda コンソールを使用して関数を作成します。
a.

Lambda コンソールを開きます。

b.

[Create function] を選択します。

c.

[基本的な情報] の [関数名] に「wrapper-test-function」と入力します。

d.

[Runtime (ランタイム)] で [Python 3.8] を選択します。
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e.
5.

6.

[Create function] を選択します。

レイヤーを関数に追加します。
a.

関数を選択し、次に [コード] を選択します。

b.
c.

[Add a layer] を選択します。
[Choose a layer (レイヤーの選択)] で、前に作成した互換性のあるレイヤーの [名前] と [バージョ
ン] を選択します。

d. [Add] (追加) をクリックします。
コードと環境変数を関数に追加します。
a.

関数コードエディタ (p. 39)で、次の関数コードを貼り付けます。
import json
def lambda_handler(event, context):
# TODO implement
return {
'statusCode': 200,
'body': json.dumps('Hello from Lambda!')
}

b.

[Save] を選択します。

c.
d.

[環境変数] で、[編集] を選択します。
[環境変数の追加] を選択します

e.

[キー] に「AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER」と入力します。

f.
7.

[Value (値)] に「/opt/importtime_wrapper」と入力します。
g. [Save] を選択します。
関数を実行するには、[テスト] を選択します。
ラッパースクリプトが -X importtime オプションで Python インタプリタを起動したため、ログに
は各インポートにかかった時間が示されます。以下に例を示します。

...
2020-06-30T18:48:46.780+01:00 import time: 213 | 213 | simplejson
2020-06-30T18:48:46.780+01:00 import time: 50 | 263 | simplejson.raw_json
...
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AWS Lambda のカスタムランタイム
AWS Lambda ランタイムは、どのプログラミング言語でも実装できます。ランタイムは、関数が呼び出さ
れたときに Lambda 関数のハンドラメソッドを実行するプログラムです。ランタイムは、bootstrap と
いう名前の実行可能ファイルの形式で、関数のデプロイパッケージに含めることができます。
ランタイムは、関数のセットアップコードの実行、環境変数からのハンドラ名の読み取り、Lambda ラン
タイム API からの呼び出しイベントの読み取りを行います。ランタイムは、イベントデータを関数ハンド
ラに渡し、ハンドラからのレスポンスを Lambda に戻します。
カスタムのランタイムは、スタンダードの Lambda 実行環境 (p. 84)で実行されます。これは、シェルスク
リプト (Amazon Linux に含まれる言語のスクリプト)、または Amazon Linux 上でコンパイルされたバイナ
リ実行ファイルである可能性があります。
カスタムのランタイムの使用を開始するには、「チュートリアル - カスタムランタイムの公開 (p. 95)」
を参照してください。また、GitHub の awslabs/aws-lambda-cpp に C++ で実装されているカスタムランタ
イムを検証することもできます。
トピック
• カスタムランタイムの使用 (p. 93)
• カスタムランタイムの構築 (p. 93)

カスタムランタイムの使用
カスタムランタイムを使用するには、関数のランタイムを provided に設定します。ランタイムは、関数
のデプロイパッケージ、またはレイヤー (p. 161)に含めることができます。

Example function.zip
.
### bootstrap
### function.sh

bootstrap という名前のファイルがデプロイパッケージにある場合、Lambda はそのファイルを実行し
ます。そのファイルがない場合、Lambda は関数のレイヤーにランタイムがないかどうかを確認します。
ブートストラップファイルが見つからないか、実行可能でない場合、関数は呼び出し時にエラーを返しま
す。

カスタムランタイムの構築
カスタムランタイムのエンドポイントは、bootstrap という名前の実行可能ファイルです。ブートス
トラップファイルをランタイムにするか、ランタイムを作成する別のファイルを呼び出す場合がありま
す。以下の例では、バンドルされた Node.js バージョンを使用して、runtime.js という別のファイルで
JavaScript ランタイムを実行します。

Example ブートストラップ
#!/bin/sh
cd $LAMBDA_TASK_ROOT
./node-v11.1.0-linux-x64/bin/node runtime.js

お客様のランタイムコードは、初期化タスクを完了させる必要があります。完了すると、ループが終了
するまで、呼び出しイベントが処理されます。初期化タスクは、呼び出しを処理する環境を準備するため
に、関数のインスタンスごとに (p. 103) 1 回実行されます。
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初期化タスク
• 設定の取得 – 関数と環境に関する詳細を取得するには、環境変数を参照してください。
• _HANDLER – 関数の設定からハンドラへの場所。標準形式は、file.method です。ここで、file
は、拡張子のないファイル名、method は、ファイルで定義されているメソッドまたは関数の名前を
表します。
• LAMBDA_TASK_ROOT – 関数コードを含むディレクトリ。
• AWS_LAMBDA_RUNTIME_API – ランタイム API のホストおよびポート。
使用可能な変数の詳細なリストについては、「定義されたランタイム環境変数 (p. 175)」を参照してく
ださい。
• 関数の初期化 – ハンドラファイルをロードし、ハンドラファイルに含まれているグローバルコードまた
は静的コードを実行します。関数は、SDK クライアントやデータベース接続などの静的リソースを一度
作成し、複数の呼び出しに再利用します。
• ハンドラエラー – エラーが発生した場合は、初期化エラー (p. 119) API を呼び出し、すぐに終了しま
す。
初期化は請求された実行時間とタイムアウトの対象です。実行によって関数の新しいインスタンスの初期
化がトリガーされると、ログと AWS X-Ray トレース (p. 731)に初期化時間が表示されます。

Example ログ
REPORT RequestId: f8ac1208... Init Duration: 48.26 ms
Duration: 237.17 ms
Duration: 300 ms
Memory Size: 128 MB
Max Memory Used: 26 MB

Billed

実行されている間、ランタイムは Lambda ランタイムインターフェイス (p. 118)を使用して、受信イベ
ントの管理とエラーのレポートを行います。初期化タスクが完了したら、ランタイムは、受信イベントを
ループで処理します。ランタイムコードで、次のステップを順に実行します。

処理タスク
• イベントの取得 – 次の呼び出し (p. 118) API を呼び出して、次のイベントを取得します。レスポンス
本文には、イベントデータが含まれます。レスポンスヘッダーには、リクエスト ID などの情報が含まれ
ます。
• トレースヘッダーの伝播 – X-Ray トレースヘッダーを API レスポンスのLambda-Runtime-TraceIdヘッダーから取得します。_X_AMZN_TRACE_ID 環境変数をローカルで同じ値に設定します。X-Ray
SDK はこの値を使用して、サービス間でトレースデータを接続します。
• コンテキストオブジェクトの作成 – 環境変数のコンテキスト情報および API レスポンスのヘッダーでオ
ブジェクトを作成します。
• 関数ハンドラの呼び出し – イベントおよびコンテキストオブジェクトをハンドラに渡します。
• レスポンスの処理 – 呼び出しレスポンス (p. 119) API を呼び出し、レスポンスをハンドラから投稿し
ます。
• ハンドラエラー – エラーが発生した場合は、呼び出しエラー (p. 120) API を呼び出します。
• クリーンアップ – 不要なリソースの解放、他のサービスへのデータ送信、次のイベント取得前の追加タ
スクの実行を行います。
ランタイムは、関数のデプロイパッケージに含めるか、個別に関数レイヤーに配布します。チュートリア
ル例については、「チュートリアル - カスタムランタイムの公開 (p. 95)」を参照してください。
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チュートリアル - カスタムランタイムの公開
このチュートリアルでは、カスタムランタイムで Lambda 関数を使用します。まず、ランタイムを関数の
デプロイパッケージに含めます。次に、それを関数とは別に管理するレイヤーに移行します。最後に、リ
ソースベースのアクセス許可ポリシーを更新して、ランタイムレイヤーを世界と共有します。

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。
Lambda 関数を作成するには IAM ロールが必要です。ロールには、ログを CloudWatch Logs に送信し、
関数で使用される AWS サービスにアクセスするためのアクセス許可が必要です。関数開発用の実行ロー
ルをお持ちでない場合は、ここで作成します。

実行ロールを作成するには
1.

IAM コンソールの [roles page (ロールページ)] を開きます。

2.

[ロールの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ – Lambda。
• アクセス許可 – AWSLambdaBasicExecutionRole。
• ロール名 – lambda-role。
AWSLambdaBasicExecutionRole ポリシーには、ログを CloudWatch Logs に書き込むために関数が必
要とするアクセス許可があります。

関数の作成
カスタムランタイムで Lambda 関数を作成します。この例には、ランタイム bootstrap ファイルと関数
バンドラーの 2 つのファイルが含まれています。いずれのファイルも Bash で実装されています。
ランタイムは、デプロイパッケージから関数スクリプトを読み込みます。2 つの変数を使用して、スクリ
プトを見つけます。LAMBDA_TASK_ROOT は、パッケージが抽出された場所を変数に伝え、_HANDLER に
は、そのスクリプトの名前が含まれます。
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Example ブートストラップ
#!/bin/sh
set -euo pipefail
# Initialization - load function handler
source $LAMBDA_TASK_ROOT/"$(echo $_HANDLER | cut -d. -f1).sh"
# Processing
while true
do
HEADERS="$(mktemp)"
# Get an event. The HTTP request will block until one is received
EVENT_DATA=$(curl -sS -LD "$HEADERS" -X GET "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/
runtime/invocation/next")
# Extract request ID by scraping response headers received above
REQUEST_ID=$(grep -Fi Lambda-Runtime-Aws-Request-Id "$HEADERS" | tr -d '[:space:]' | cut
-d: -f2)
# Run the handler function from the script
RESPONSE=$($(echo "$_HANDLER" | cut -d. -f2) "$EVENT_DATA")
# Send the response
curl -X POST "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/invocation/$REQUEST_ID/
response" -d "$RESPONSE"
done

スクリプトをロードしたら、ランタイムは、イベントをループ処理します。ランタイム API を使用し
て、Lambda から呼び出しイベントを取得し、そのイベントをハンドラに渡して、レスポンスを Lambda
に戻します。リクエスト ID を取得するには、API レスポンスのヘッダーを一時ファイルに保存し、ファイ
ルから Lambda-Runtime-Aws-Request-Id ヘッダーを読み込みます。

Note
ランタイムは、他にもエラーの処理などに使用され、コンテキスト情報をハンドラに提供しま
す。詳細については、「カスタムランタイムの構築 (p. 93)」を参照してください。
スクリプトは、イベントデータを取得するハンドラ関数を定義し、それを stderr にログ記録して返しま
す。

Example function.sh
function handler () {
EVENT_DATA=$1
echo "$EVENT_DATA" 1>&2;
RESPONSE="Echoing request: '$EVENT_DATA'"
}

echo $RESPONSE

両方のファイルを runtime-tutorial という名前のプロジェクトディレクトリに保存します。
runtime-tutorial
# bootstrap
# function.sh

ファイルを実行可能にして .zip アーカイブに追加します。
runtime-tutorial$ chmod 755 function.sh bootstrap
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runtime-tutorial$ zip function.zip function.sh bootstrap
adding: function.sh (deflated 24%)
adding: bootstrap (deflated 39%)

bash-runtimeという名前の関数を作成します。
runtime-tutorial$ aws lambda create-function --function-name bash-runtime \
--zip-file fileb://function.zip --handler function.handler --runtime provided \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role
{
"FunctionName": "bash-runtime",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:bash-runtime",
"Runtime": "provided",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Handler": "function.handler",
"CodeSha256": "mv/xRv84LPCxdpcbKvmwuuFzwo7sLwUO1VxcUv3wKlM=",
"Version": "$LATEST",
"TracingConfig": {
"Mode": "PassThrough"
},
"RevisionId": "2e1d51b0-6144-4763-8e5c-7d5672a01713",
...
}

関数を呼び出し、レスポンスを確認します。
runtime-tutorial$ aws lambda invoke --function-name bash-runtime --payload
'{"text":"Hello"}' response.txt --cli-binary-format raw-in-base64-out
{
"StatusCode": 200,
"ExecutedVersion": "$LATEST"
}
runtime-tutorial$ cat response.txt
Echoing request: '{"text":"Hello"}'

レイヤーの作成
ランタイムコードと関数コードを区別するには、ランタイムのみを含むレイヤーを作成します。レイヤー
を使用すると、関数の依存関係を個別に開発することができ、複数の関数で同じレイヤーを使用する場合
には、ストレージの使用量を抑えることができます。
bootstrap ファイルを含むレイヤーアーカイブを作成します。
runtime-tutorial$ zip runtime.zip bootstrap
adding: bootstrap (deflated 39%)

publish-layer-version コマンドでレイヤーを作成します。
runtime-tutorial$ aws lambda publish-layer-version --layer-name bash-runtime --zip-file
fileb://runtime.zip
{
"Content": {
"Location": "https://awslambda-us-west-2-layers.s3.us-west-2.amazonaws.com/
snapshots/123456789012/bash-runtime-018c209b...",
"CodeSha256": "bXVLhHi+D3H1QbDARUVPrDwlC7bssPxySQqt1QZqusE=",
"CodeSize": 584,
"UncompressedCodeSize": 0
},
"LayerArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:bash-runtime",
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}

"LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:bash-runtime:1",
"Description": "",
"CreatedDate": "2018-11-28T07:49:14.476+0000",
"Version": 1

これにより、最初のバージョンのレイヤーが作成されます。

関数の更新
関数でランタイムレイヤーを使用するには、レイヤーを使用するように関数を設定し、関数からランタイ
ムコードを削除します。
関数設定を更新して、レイヤーに取り込みます。
runtime-tutorial$ aws lambda update-function-configuration --function-name bash-runtime \
--layers arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:bash-runtime:1
{
"FunctionName": "bash-runtime",
"Layers": [
{
"Arn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:bash-runtime:1",
"CodeSize": 584,
"UncompressedCodeSize": 679
}
]
...
}

これにより、ランタイムが /opt ディレクトリの関数に追加されます。Lambda はこのランタイムを使用
します。ただし、これを関数のデプロイパッケージから削除している場合に限ります。ハンドラスクリプ
トのみ含まれるように関数コードを更新します。
runtime-tutorial$ zip function-only.zip function.sh
adding: function.sh (deflated 24%)
runtime-tutorial$ aws lambda update-function-code --function-name bash-runtime --zip-file
fileb://function-only.zip
{
"FunctionName": "bash-runtime",
"CodeSize": 270,
"Layers": [
{
"Arn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:bash-runtime:7",
"CodeSize": 584,
"UncompressedCodeSize": 679
}
]
...
}

関数を呼び出し、ランタイムレイヤーで正常に動作することを確認します。
runtime-tutorial$ aws lambda invoke --function-name bash-runtime --payload
'{"text":"Hello"}' response.txt --cli-binary-format raw-in-base64-out
{
"StatusCode": 200,
"ExecutedVersion": "$LATEST"
}
runtime-tutorial$ cat response.txt
Echoing request: '{"text":"Hello"}'
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ランタイムの更新
実行環境に関する情報をログ記録するには、環境変数が出力されるようにランタイムスクリプトを更新し
ます。

Example ブートストラップ
#!/bin/sh
set -euo pipefail
echo "##
env

Environment variables:"

# Initialization - load function handler
source $LAMBDA_TASK_ROOT/"$(echo $_HANDLER | cut -d. -f1).sh"
...

新しいコードで 2 番目のレイヤーバージョンを作成します。
runtime-tutorial$ zip runtime.zip bootstrap
updating: bootstrap (deflated 39%)
runtime-tutorial$ aws lambda publish-layer-version --layer-name bash-runtime --zip-file
fileb://runtime.zip

新しいバージョンのレイヤーを使用するように関数を設定します。
runtime-tutorial$ aws lambda update-function-configuration --function-name bash-runtime \
--layers arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:bash-runtime:2

レイヤーを共有する
他のアカウントと共有するには、ランタイムレイヤーにアクセス許可ステートメントを追加します。
runtime-tutorial$ aws lambda add-layer-version-permission --layer-name bash-runtime -version-number 2 \
--principal "*" --statement-id publish --action lambda:GetLayerVersion
{
"Statement": "{\"Sid\":\"publish\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":
\"lambda:GetLayerVersion\",\"Resource\":\"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:bashruntime:2\"}",
"RevisionId": "9d5fe08e-2a1e-4981-b783-37ab551247ff"
}

単一のアカウント、組織内のアカウント、またはすべてのアカウントにそれぞれアクセス許可を付与する
複数のステートメントを追加できます。

クリーンアップ
各バージョンのレイヤーを削除します。
runtime-tutorial$ aws lambda delete-layer-version --layer-name bash-runtime --versionnumber 1
runtime-tutorial$ aws lambda delete-layer-version --layer-name bash-runtime --versionnumber 2
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バージョン 2 のレイヤーへの参照が関数で保持されているため、現在も Lambda に存在します。関数は引
き続き動作しますが、削除したバージョンが使用されるように、参照を設定することはできません。関数
のレイヤーのリストを変更した場合は、新しいバージョンを指定するか、削除したレイヤーを除外する必
要があります。
delete-function でチュートリアル用の関数を削除します。
runtime-tutorial$ aws lambda delete-function --function-name bash-runtime
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Lambda で AVX2 ベクトル化を使用する
アドバンスドベクトルエクステンション 2 (AVX2) はインテル x86 命令セットのベクトル化拡張で、256
ビット以上のベクトルをシングルインストラクションマルチプルデータ (SIMD) で実行できるものです。
高度に並列化可能 な操作ができるベクトル化可能なアルゴリズムの場合、AVX2 を使用すると CPU パ
フォーマンスが向上され、その結果レイテンシーが低くなり、スループットが向上します。AVX2 命令
セットは、機械学習推定、マルチメディア処理、科学シミュレーション、財務モデリングアプリケーショ
ンなどの計算負荷の高いワークロードに使用します。

Note
Lambda arm64 は NEON SIMD アーキテクチャを使用します。また、x86 AVX2 拡張機能をサ
ポートしません。
Lambda 関数で AVX2 を使用するには、関数コードが AVX2 最適化コードにアクセスしていることを確
認してください。言語によっては、AVX2 がサポートするバージョンのライブラリとパッケージをインス
トールできます。他の言語では、適切なコンパイラーフラグセット (コンパイラーが自動ベクトル化をサ
ポートしている場合) を使用して、コードと依存関係を再コンパイルできます。また、AVX2 を使用して
演算機能を最適化するサードパーティライブラリを使用してコードをコンパイルすることもできます。た
とえば、インテルマスカーネルライブラリー（インテル MKL）、OpenBLAS（基本線形代数サブプログラ
ム）、AMD BLASライクライブラリインスタンシエーションソフトウェア （BLIS）などです。Java など
の自動ベクトル化された言語では、計算に AVX2 が自動的に使用されます。
追加コストなしで、新しい Lambda ワークロードを作成したり、既存の AVX2 対応のワークロードを
Lambda に移動させたりすることができます。
AVX2 の詳細については、Wikipedia の「 Advanced Vector Extensions 2 」を参照してください。

ソースからのコンパイル
Lambda 関数が C または C++ ライブラリを使用して計算負荷の高いベクトル化可能な操作を実行する場合
は、適切なコンパイラフラグを設定し、関数コードを再コンパイルできます。次に、コンパイラーはコー
ドを自動的にベクトル化します。
gcc 、 clang コンパイラでは、-march=haswell をコマンドに追加するか、-mavx2 をコマンドオプ
ションとして設定します。

~ gcc -march=haswell main.c
or
~ gcc -mavx2 main.c
~ clang -march=haswell main.c
or
~ clang -mavx2 main.c

特定のライブラリを使用するには、ライブラリのドキュメントの指示に従ってライブラリをコンパイルお
よび構築します。たとえば、ソースから TensorFlow を構築するには、TensorFlow ウェブサイトの イン
ストール手順 に従います。コンパイルオプション -march=haswell を使用してください。

インテル MKL での AVX2 の有効化
インテル MKL は、コンピューティングプラットフォームが AVX2 命令をサポートしている場合、暗に
AVX2 命令を使用する演算機能が最適化されたライブラリです。インテル MKL で PyTorch などのフレー
ムワークが デフォルトで構築 されるため、AVX2 を有効にする必要はありません。
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TensorFlow などの一部のライブラリでは、構築プロセスにインテル MKL 最適化を指定するなどのオプ
ションがあります。たとえば、TensorFlow では、--config=mkl オプションを使用します。
インテル MKL を使用して、SciPy や NumPy など、人気の科学的 Python ライブラリを構築することも
できます。インテル MKL でこれらのライブラリを構築する方法については、インテル ウェブサイトの
Numpy/Scipy インテル MKL およびインテル コンパイラー を参照してください。
インテル MKL および類似のライブラリの詳細については、Wikipedia の Math Kernel ライブラリ 、
OpenBLAS ウェブサイト 、GitHub の AMD BLIS リポジトリ を参照してください。

他の言語での AVX2 のサポート
C または C++ ライブラリを使用せず、インテル MKL で構築しない場合も、アプリケーションの AVX2 の
パフォーマンス向上ができます。実際の改善はコンパイラーまたはインタープリタのコードで AVX2 機能
を活用する能力次第です。
Python
大量のコンピューティング負荷を処理する場合、一般的に Python ユーザーは SciPy および NumPy ラ
イブラリを使用します。これらのライブラリをコンパイルして AVX2 を有効にすることも、インテル
MKL 対応バージョンのライブラリを使用することもできます。
ノード
処理負荷の高いワークロードの場合は、AVX2 対応、またはインテル MKL 対応バージョンのライブラ
リを使用してください。
Java
Java の JIT コンパイラーは、AVX2 命令で実行するようにコードを自動ベクトル化できます。ベクト
ル化されたコードの検出については、OpenJDK ウェブサイト、 JVM プレゼンテーションの「 コード
のベクトル化 」を参照してください。
Go
標準の Go コンパイラーは現在、自動ベクトル化をサポートしていませんが、Go の GCC コンパイ
ラー gccgo を使用できます。-mavx2 オプションを設定します。
gcc -o avx2 -mavx2 -Wall main.c

組込み関数
多くの言語では 組み込み関数 を使用して、コードを手動でベクトル化して AVX2 を使用すること
が可能です。ただし、このアプローチはお勧めしません。ベクトル化されたコードを手動で記述する
と、多大な労力がかかります。また、このようなコードのデバッグと管理は、自動ベクトル化に依存
するコードを使用するよりも困難です。
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AWS Lambda 実行環境
Lambda は、実行環境で関数を呼び出します。これにより、安全で分離されたランタイム環境が提供され
ます。実行環境は、関数の実行に必要なリソースを管理します。また、関数のランタイム、および関数に
関連付けられた外部拡張機能 (p. 262)のライフサイクルサポートも提供します。
関数のランタイムは、ランタイム API (p. 118) を使用して Lambda と通信します。拡張機能は、拡張機
能 API (p. 104) を使用して Lambda と通信します。拡張機能は、 Logs API (p. 123) を使用してログを
サブスクライブすることで、関数からログメッセージを受信することもできます。

Lambda 関数を作成する際に、関数に許可するメモリ容量や最大実行時間など、設定情報を指定しま
す。Lambda はこの情報を使用して実行環境をセットアップします。
関数のランタイムと各外部拡張機能は、実行環境内で実行されるプロセスです。アクセス許可、リソー
ス、認証情報、および環境変数は、関数と拡張機能の間で共有されます。
トピック
• Lambda 拡張機能 API (p. 104)
• AWS Lambda ランタイム API (p. 118)
• Lambda ログ API (p. 123)
• AWS Lambda 拡張機能パートナー (p. 130)
• Lambda 実行環境のライフサイクル (p. 131)
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Lambda 拡張機能 API
Lambda 関数の作成者は、拡張機能を使用して、Lambda を、モニタリング、可観測性、セキュリ
ティ、およびガバナンスのための任意のツールと統合します。関数作成者は、AWS、AWS パート
ナー (p. 130)、およびオープンソースプロジェクトの拡張機能を使用できます。拡張機能の使用の詳細に
ついては、AWS Lambda コンピューティングブログの AWS 拡張機能の紹介を参照してください。

拡張機能の作成者は、Lambda Extensions API を使用して Lambda 実行環境 (p. 103)に深く統合すること
ができます。拡張機能は、関数および実行環境のライフサイクルイベントに登録できます。これらのイ
ベントに対応して、新しいプロセスを開始し、ロジックを実行し、Lambda ライフサイクルのすべての
フェーズ (初期化、呼び出し、およびシャットダウン) を制御し、これらに参加することができます。さら
に、Runtime Logs API (p. 123) を使用して、ログのストリームを受信できます。
拡張機能は、実行環境で独立したプロセスとして実行され、関数の呼び出しが完全に処理された後も引き
続き実行できます。拡張機能はプロセスとして実行されるため、関数とは異なる言語で記述できます。コ
ンパイルされた言語を使用して拡張機能を実装することをお勧めします。この場合、拡張機能は、サポー
トされているランタイムと互換性のある自己完結型のバイナリです。すべての Lambda ランタイム (p. 84)
は拡張機能をサポートします。コンパイルされていない言語を使用する場合は、必ず互換性のあるランタ
イムを拡張機能に含めてください。
Lambda は内部拡張機能もサポートしています。内部拡張機能は、ランタイムプロセスで別のスレッドと
して実行されます。ランタイムは、内部拡張を開始および停止します。Lambda 環境と統合する別の方法
は、言語固有の環境変数とラッパースクリプト (p. 88)を使用することです。これらを使用して、ランタイ
ム環境を設定し、ランタイムプロセスの起動動作を変更できます。
関数に拡張機能を追加するには、次の 2 つの方法があります。.zip ファイルアーカイブ (p. 36)としてデプ
ロイされた関数では、拡張機能をレイヤー (p. 161)としてデプロイします。コンテナイメージとして定義
された関数の場合は、コンテナイメージに拡張機能 (p. 264)を追加します。

Note
拡張機能とラッパースクリプトの例については、AWS Lambda サンプル GitHub リポジトリの
「AWS拡張」を参照してください。
トピック
• Lambda 実行環境のライフサイクル (p. 104)
• 拡張機能 API リファレンス (p. 113)

Lambda 実行環境のライフサイクル
実行環境のライフサイクルには、以下のフェーズが含まれています。
• Init: このフェーズ中、Lambda は、設定したリソースを使用して実行環境を作成またはフリーズ解除
し、関数コードとすべてのレイヤーをダウンロードして、拡張機能とランタイムを初期化し、関数の初
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期化コード (メインハンドラーの外部にあるコード) を実行します。Init フェーズは、最初の呼び出し
中か、プロビジョニング済みの同時実行 (p. 189)を有効にしている場合は関数呼び出しの前に、発生し
ます。
Init フェーズは、Extension init、Runtime init、Function init の 3 つのサブフェーズに分
割されます。これらのサブフェーズでは、関数コードが実行される前に、すべての拡張機能とランタイ
ムがそのセットアップタスクを完了します。
• Invoke: このフェーズでは、Lambda は関数ハンドラーを呼び出します。関数が実行され、完了する
と、Lambda は、別の関数呼び出しを処理する準備をします。
• Shutdown: このフェーズは、Lambda 関数が一定期間呼び出しを受け入れなと、トリガーされま
す。Shutdown フェーズでは、Lambda はランタイムをシャットダウンし、拡張機能にアラートを出し
てそれらを完全に停止させた後、環境を削除します。Lambda は、各拡張機能に Shutdown イベントを
送信します。これにより、環境がシャットダウンされようとしていることを各拡張機能に伝えます。
各フェーズは、Lambda からランタイム、および登録されたすべての拡張機能へのイベントから始まりま
す。ランタイムと各拡張機能は、Next API リクエストを送信することで完了を示します。Lambda は、各
プロセスが完了して保留中のイベントがなくなると、実行環境をフリーズします。
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トピック
• 初期化フェーズ (p. 107)
• 呼び出しフェーズ (p. 108)
• シャットダウンフェーズ (p. 110)
• アクセス許可と設定 (p. 112)
• 障害処理 (p. 112)
• 拡張機能のトラブルシューティング (p. 113)
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初期化フェーズ
Extension init フェーズの間、各拡張機能モジュールは、イベントを受信するために Lambda に登録
されている必要があります。Lambda は、拡張機能がブートストラップシーケンスを完了していることを
検証するために、拡張機能の完全なファイル名を使用します。したがって、各 Register API コールに
は、拡張機能の完全なファイル名を持つ Lambda-Extension-Name ヘッダーを含める必要があります。
1 つの関数に最大 10 個の拡張機能を登録できます。この制限は、Register API コールを通じて適用され
ます。
各拡張機能が登録されると、Lambda は Runtime init フェーズを開始します。ランタイムプロセスは
functionInit を呼び出して Function init フェーズを開始します。
Init フェーズはランタイム後に完了します。登録された各拡張機能は、Next API リクエストを送信する
ことで完了を示します。

Note
拡張機能は、Init フェーズの任意の時点で初期化を完了できます。
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呼び出しフェーズ
Next API リクエストに応答して Lambda 関数が呼び出されると、Lambda は、ランタイム、および
Invoke イベントに登録されている各拡張機能に、Invoke イベントを送信します。
呼び出し中、外部拡張機能は関数と並行して実行されます。また、関数が完了した後も、引き続き実行さ
れます。これにより、診断情報をキャプチャしたり、ログ、メトリクス、トレースを任意の場所に送信し
たりできます。
ランタイムから関数応答を受信した後、拡張機能がまだ実行中であっても、Lambda はクライアントに応
答を返します。
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Invoke フェーズはランタイム後に終了します。すべての拡張機能は、Next API リクエストを送信するこ
とによって完了を示します。

イベントペイロード：ランタイムに送信されるイベント（および Lambda 関数）は、リクエスト、ヘッ
ダー (RequestId など) およびペイロード全体を保持します。各拡張機能に送信されるイベントには、イ
ベントの内容を説明するメタデータが含まれます。このライフサイクルイベントには、イベントのタイ
プ、関数のタイムアウト時間 (deadlineMs) 、requestId、呼び出された関数の Amazon リソースネー
ム (ARN) 、およびトレースヘッダーが含まれます。
関数イベント本体にアクセスする拡張機能は、その拡張機能と通信するインランタイム SDK を使用できま
す。関数のデベロッパーは、関数が呼び出されたときにインランタイム SDK を使用して、拡張機能にペイ
ロードを送信します。
ペイロードの例を次に示します。
{

"eventType": "INVOKE",
"deadlineMs": 676051,
"requestId": "3da1f2dc-3222-475e-9205-e2e6c6318895",
"invokedFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:ExtensionTest",
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"tracing": {
"type": "X-Amzn-Trace-Id",
"value":
"Root=1-5f35ae12-0c0fec141ab77a00bc047aa2;Parent=2be948a625588e32;Sampled=1"
}
}

所要時間の制限: 関数のタイムアウト設定では、Invoke フェーズ全体の所要時間を制限します。例えば、
関数のタイムアウトを 360 秒に設定した場合、関数とすべての拡張機能は 360 秒以内に完了する必要が
あります。独立した呼び出し後フェーズはないことに注意してください。所要時間は、すべての呼び出し
時間 (ランタイム + 拡張機能) の合計であり、関数とすべての拡張機能の実行が終了するまで計算されませ
ん。
パフォーマンスの影響と拡張機能のオーバーヘッド: 拡張機能は、関数のパフォーマンスに影響を与える可
能性があります。拡張機能の作成者は、拡張機能のパフォーマンスへの影響を制御する必要があります。
例えば、拡張機能でコンピューティング負荷の高い操作を実行した場合、拡張機能と関数コードで同じ
CPU リソースを共有するため、関数の実行時間が長くなります。さらに、関数呼び出しの完了後に拡張機
能が広範な操作を実行する場合、すべての拡張機能が完了を示すまで Invoke フェーズが継続するため、
関数の実行時間が長くなります。

Note
Lambda は、関数のメモリ設定に比例して CPU パワーを割り当てます。関数と拡張機能のプロセ
スが同じ CPU リソースで競合するため、メモリ設定が小さい場合、実行時間と初期化時間が長く
なることがあります。実行時間と初期化時間を短縮するには、メモリ設定を引き上げてみてくだ
さい。
Invoke フェーズで拡張機能によって発生したパフォーマンスへの影響を確認できるように、Lambda は
PostRuntimeExtensionsDuration メトリクスを出力します。このメトリクスでは、ランタイム Next
API リクエストから最後の拡張機能の Next API リクエストまでの累積時間が測定されます。使用される
メモリの増加を測定するには、MaxMemoryUsed メトリクスを使用します。関数のメトリクスの詳細につ
いては、「Lambda 関数のメトリクスの使用 (p. 744)」を参照してください。
関数のデベロッパーは、異なるバージョンの関数を並行して実行して、特定の拡張機能の影響を把握す
ることができます。拡張機能の作成者は、関数のデベロッパーが適切な拡張機能を選択しやすくするため
に、予想されるリソース消費を公開することをお勧めします。

シャットダウンフェーズ
Lambda は、ランタイムをシャットダウンしようとする際に、登録された各外部拡張機能に Shutdown を
送信します。拡張機能は、この時間を最終的なクリーンアップタスクに使用できます。Shutdown イベン
トは Next API リクエストに応答して送信されます。
所要時間の制限: Shutdown フェーズの最大所要時間は、登録された拡張機能の設定によって異なりま
す。
• 0 ms – 登録された拡張機能を持たない関数
• 500 ms - 登録された内部拡張機能を持つ関数
• 2000 ms - 登録された外部拡張機能を 1 つ以上持つ関数
外部拡張機能を持つ関数の場合、Lambda はランタイムプロセスがグレースフルシャットダウンを実行す
るために、最大 300 ms (内部拡張機能を持つランタイムでは 500 ms) を予約します。Lambda は、外部拡
張機能をシャットダウンするために 2,000 ミリ秒の制限の残りを割り当てます。
ランタイムまたは拡張機能が制限内で Shutdown イベントに応答しない場合、Lambda は SIGKILL の通
知を使用してプロセスを終了します。
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イベントペイロード: Shutdown イベントには、シャットダウンの理由と残り時間 (ミリ秒単位) が含まれ
ます。
shutdownReason には次の値が含まれています。
• SPINDOWN - 正常なシャットダウン
• TIMEOUT - 所要時間の制限がタイムアウトしました
• FAILURE - エラー状態 (out-of-memory イベントなど)

{

}

"eventType": "SHUTDOWN",
"shutdownReason": "reason for shutdown",
"deadlineMs": "the time and date that the function times out in Unix time milliseconds"

アクセス許可と設定
拡張機能は、Lambda 関数と同じ実行環境で実行されます。拡張機能は、CPU、メモリ、/tmp ディ
スクストレージなどのリソースも関数と共有します。さらに、関数と同じ AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールとセキュリティコンテキストが使用されます。
ファイルシステムとネットワークアクセス許可: 拡張機能は、関数ランタイムと同じファイルシステムおよ
びネットワーク名の名前空間で実行されます。つまり、拡張機能は関連するオペレーティングシステムと
互換性がある必要があります。拡張機能で追加の 送信ネットワークトラフィック ルールが必要な場合は、
これらのルールを関数の設定に適用する必要があります。

Note
関数コードディレクトリは読み取り専用であるため、拡張機能は関数コードを変更できません。
環境変数: 拡張機能は、関数の環境変数 (p. 172)にアクセスできます。ただし、ランタイムプロセスに固
有の次の変数は除きます。
• AWS_EXECUTION_ENV
• AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME
• AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME
• AWS_XRAY_CONTEXT_MISSING
• AWS_XRAY_DAEMON_ADDRESS
• LAMBDA_RUNTIME_DIR
• LAMBDA_TASK_ROOT
• _AWS_XRAY_DAEMON_ADDRESS
• _AWS_XRAY_DAEMON_PORT
• _HANDLER

障害処理
初期化の失敗: 拡張機能が失敗した場合、Lambda は実行環境を再起動して一貫した動作を適用し、拡張機
能のフェイルファストを推奨します。また、お客様によっては、拡張機能が、ログ記録、セキュリティ、
ガバナンス、テレメトリ収集などのミッションクリティカルなニーズを満たす必要があります。
呼び出しの失敗（メモリ不足、関数のタイムアウトなど）： 拡張機能はランタイムとリソースを共有する
ため、メモリが消耗した場合に影響を受けます。ランタイムが失敗すると、すべての拡張機能とランタイ
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ム自体が Shutdown フェーズに参加します。さらにランタイムは、現在の呼び出しの一部として、または
遅延された再初期化メカニズムを通じて、自動的に再起動されます。
Invoke 中に障害が発生した場合 (関数のタイムアウトやランタイムエラーなど)、 Lambda サービスはリ
セットを実行します。リセットは Shutdown イベントのように動作します。まず、Lambda はランタイム
をシャットダウンし、登録された各外部拡張機能に Shutdown イベントを送信します。イベントには、
シャットダウンの理由が含まれます。この環境が新しい呼び出しに使用される場合、拡張機能とランタイ
ムは次の呼び出しの一部として再初期化されます。

拡張機能のログ: Lambda は、拡張機能のログ出力を CloudWatch Logs に送信します。また Lambda
は、Init 中に各拡張機能に対して追加のログイベントも生成します。ログイベントは、成功時には名前
と登録設定 (event、config) を記録し、失敗時には失敗理由を記録します。

拡張機能のトラブルシューティング
• Register リクエストが失敗した場合は、Lambda-Extension-Name API コールの Register ヘッ
ダーに拡張機能の完全なファイル名が含まれていることを確認します。
• 内部拡張機能に対する Register リクエストが失敗した場合は、そのリクエストが Shutdown イベン
トに登録されていないことを確認します。

拡張機能 API リファレンス
拡張機能 API バージョン 2020-01-01 の OpenAPI 仕様は、こちらから入手できます: extensions-api.zip
API エンドポイントの値は、AWS_LAMBDA_RUNTIME_API 環境変数から取得できます。Register リクエ
ストを送信するには、各 API パスの前にプレフィックス 2020-01-01/ を使用します。以下に例を示しま
す。
http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2020-01-01/extension/register

API メソッド
• 登録 (p. 113)
• 次 (p. 114)
• 初期化エラー (p. 115)
• 終了エラー (p. 116)

登録
Extension init 中、すべての拡張機能は、イベントを受信するために Lambda に登録される必要があ
ります。Lambda は、拡張機能がブートストラップシーケンスを完了していることを検証するために、拡
張機能の完全なファイル名を使用します。したがって、各 Register API コールには、拡張機能の完全な
ファイル名を持つ Lambda-Extension-Name ヘッダーを含める必要があります。
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内部拡張機能はランタイムプロセスによって開始および停止されるため、Shutdown イベントへの登録は
許可されません。
パス – /extension/register
メソッド - POST
ヘッダー
Lambda-Extension-Name - 拡張機能の完全なファイル名。必須: はい。型: 文字列
Body パラメータ
events - 登録するイベントの配列。必須: いいえ。型: 文字列の配列 有効な文字列:
INVOKE、SHUTDOWN。

レスポンスヘッダー
• Lambda-Extension-Identifier - それ以降のすべてのリクエストに必要な、生成された一意のエー
ジェント識別子 (UUID 文字列)。

レスポンスコード
• 200 - レスポンス本文には、関数名、関数バージョン、およびハンドラー名が含まれます。
• 400 – Bad Request
• 403 – Forbidden
• 500 – Container error 回復不能な状態。拡張機能はすぐに終了する必要があります。

Example リクエスト本文の例
{
}

'events': [ 'INVOKE', 'SHUTDOWN']

Example レスポンスの例
{

}

"functionName": "helloWorld",
"functionVersion": "$LATEST",
"handler": "lambda_function.lambda_handler"

次
拡張機能は Next API リクエストを送信して、次のイベント (Invokeイベントまたは Shutdown イベン
ト) を受信します。レスポンス本文にはペイロードが含まれます。ペイロードは、イベントデータを含む
JSON ドキュメントです。
拡張機能は、新しいイベントを受信する準備ができていることを示す Next API リクエストを送信しま
す。これはブロック呼び出しです。
拡張機能は一定期間中断される可能性があるため、返されるイベントが発生するまで、GET 呼び出しにタ
イムアウトを設定しないでください。
パス – /extension/event/next

114

AWS Lambda デベロッパーガイド
拡張機能 API リファレンス

メソッド - GET
[Parameters] (パラメータ)
Lambda-Extension-Identifier - 拡張機能の一意の識別子 (UUID 文字列)。必須: はい。型: UUID 文字
列。

レスポンスヘッダー
• Lambda-Extension-Identifier - 一意のエージェント識別子 (UUID 文字列) 。

レスポンスコード
• 200 - レスポンスには、次のイベント (EventInvoke または EventShutdown) に関する情報が含まれ
ます。
• 403 – Forbidden
• 500 – Container error 回復不能な状態。拡張機能はすぐに終了する必要があります。

初期化エラー
拡張機能はこのメソッドを使用して、初期化エラーを Lambda に報告します。拡張機能が登録後に初期
化に失敗した場合に呼び出します。Lambda がエラーを受信すると、それ以降の API コールは成功しませ
ん。拡張機能は、Lambda からの応答を受信した後に終了する必要があります。
パス – /extension/init/error
メソッド - POST
ヘッダー
Lambda-Extension-Identifier - 拡張機能の一意の識別子。必須: はい。型: UUID 文字列。
Lambda-Extension-Function-Error-Type - 拡張機能が検出したエラータイプ。必須: はい。
このヘッダーは、文字列値で構成されています。Lambda はどのような文字列でも受け入れますが、形式
は <category.reason> にすることが推奨されます。例:
• Extension.NoSuchHandler
• Extension.APIKeyNotFound
• Extension.ConfigInvalid
• Extension.UnknownReason
Body パラメータ
ErrorRequest - エラーに関する情報。必須: いいえ。
このフィールドは、次の構造を持つ JSON オブジェクトです。
{

}

errorMessage: string (text description of the error),
errorType: string,
stackTrace: array of strings

Lambda は、errorType として任意の値を受け入れることに注意してください。
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次の例は、呼び出しで指定されたイベントデータを関数で解析できなかった Lambda 関数のエラーメッ
セージを示しています。

Example 関数エラー
{

}

"errorMessage" : "Error parsing event data.",
"errorType" : "InvalidEventDataException",
"stackTrace": [ ]

レスポンス本文
• Lambda-Extension-Identifier - 一意のエージェント識別子 (UUID 文字列) 。

レスポンスコード
• 202 - Accepted
• 400 – Bad Request
• 403 – Forbidden
• 500 – Container error 回復不能な状態。拡張機能はすぐに終了する必要があります。

終了エラー
拡張機能は、このメソッドを使用して、終了する前に Lambda にエラーを報告します。予期しない障害が
発生したときに呼び出します。Lambda がエラーを受信すると、それ以降の API コールは成功しません。
拡張機能は、Lambda からの応答を受信した後に終了する必要があります。
パス – /extension/exit/error
メソッド - POST
ヘッダー
Lambda-Extension-Identifier - 拡張機能の一意の識別子。必須: はい。型: UUID 文字列。
Lambda-Extension-Function-Error-Type - 拡張機能が検出したエラータイプ。必須: はい。
このヘッダーは、文字列値で構成されています。Lambda はどのような文字列でも受け入れますが、形式
は <category.reason> にすることが推奨されます。例:
• Extension.NoSuchHandler
• Extension.APIKeyNotFound
• Extension.ConfigInvalid
• Extension.UnknownReason
Body パラメータ
ErrorRequest - エラーに関する情報。必須: いいえ。
このフィールドは、次の構造を持つ JSON オブジェクトです。
{

errorMessage: string (text description of the error),
errorType: string,
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}

stackTrace: array of strings

Lambda は、errorType として任意の値を受け入れることに注意してください。
次の例は、呼び出しで指定されたイベントデータを関数で解析できなかった Lambda 関数のエラーメッ
セージを示しています。

Example 関数エラー
{

}

"errorMessage" : "Error parsing event data.",
"errorType" : "InvalidEventDataException",
"stackTrace": [ ]

レスポンス本文
• Lambda-Extension-Identifier - 一意のエージェント識別子 (UUID 文字列) 。

レスポンスコード
• 202 - Accepted
• 400 – Bad Request
• 403 – Forbidden
• 500 – Container error 回復不能な状態。拡張機能はすぐに終了する必要があります。
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AWS Lambda ランタイム API
AWS Lambda では、カスタムランタイム (p. 93)の HTTP API を使用して Lambda の呼び出しイベントを
受け取り、レスポンスデータを Lambda の実行環境 (p. 84)に送り返します。

ランタイム API バージョン 2018-06-01 の OpenAPI 仕様は、runtime-api.zip から入手できます。
API リクエスト URL を作成するには、ランタイムは AWS_LAMBDA_RUNTIME_API 環境変数から API エン
ドポイントを取得し、API バージョンを追加し、目的のリソースパスを追加します。

Example リクエスト
curl "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/invocation/next"

API メソッド
• 次の呼び出し (p. 118)
• 呼び出しレスポンス (p. 119)
• 初期化エラー (p. 119)
• 呼び出しエラー (p. 120)

次の呼び出し
パス – /runtime/invocation/next
メソッド - GET
ランタイムは、このメッセージを Lambda に送信して、呼び出しイベントをリクエストします。レスポン
ス本文には、呼び出しのペイロードが含まれます。これは、関数トリガーのイベントデータを含む JSON
ドキュメントです。レスポンスヘッダーには、呼び出しに関する追加データが含まれます。

レスポンスヘッダー
• Lambda-Runtime-Aws-Request-Id - リクエスト ID。関数の呼び出しをトリガーしたリクエストを識
別します。
例えば、8476a536-e9f4-11e8-9739-2dfe598c3fcd です。
• Lambda-Runtime-Deadline-Ms - 関数がタイムアウトした日付 (Unix 時間のミリ秒)。
例えば、1542409706888 です。
• Lambda-Runtime-Invoked-Function-Arn - 呼び出しで指定されている Lambda 関数、バージョ
ン、またはエイリアスの ARN。
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例えば、arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:custom-runtime です。
• Lambda-Runtime-Trace-Id - AWS X-Ray トレースヘッダー。
例えば、Root=1-5bef4de7ad49b0e87f6ef6c87fc2e700;Parent=9a9197af755a6419;Sampled=1 です。
• Lambda-Runtime-Client-Context - AWS Mobile SDK の呼び出しにおいて、クライアントアプリ
ケーションおよびデバイスに関するデータ。
• Lambda-Runtime-Cognito-Identity - AWS Mobile SDK からの呼び出しの場合は、Amazon
Cognito ID プロバイダーに関するデータ。
応答が遅れる可能性があるため、GET リクエストにタイムアウトを設定しないでください。Lambda がラ
ンタイムをブートストラップするときと、返すイベントがランタイムにあるときとの間に、ランタイムプ
ロセスが数秒間停止する可能性があります。
リクエスト ID は、Lambda 内の呼び出しを追跡します。レスポンス送信時に呼び出しを指定する場合に使
用します。
トレースヘッダーには、トレース ID、親 ID、サンプリングデシジョンが含まれます。リクエストがサンプ
リングされている場合、リクエストが Lambda、またはアップストリームサービスによってサンプリング
された場合。ランタイムは、_X_AMZN_TRACE_ID をヘッダーの値に設定します。X-Ray SDK はこの値を
読み込んで ID を取得し、リクエストを追跡するかどうかを判断します。

呼び出しレスポンス
パス – /runtime/invocation/AwsRequestId/response
メソッド - POST
関数が実行されて完了すると、ランタイムは呼び出し応答を Lambda に送信します。同期呼び出しの場
合、Lambda はそのレスポンスをクライアントに送ります。

Example 成功リクエスト
REQUEST_ID=156cb537-e2d4-11e8-9b34-d36013741fb9
curl -X POST "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/invocation/$REQUEST_ID/
response" -d "SUCCESS"

初期化エラー
関数がエラーを返すか、初期化中にランタイムでエラーが発生した場合、ランタイムはこのメソッドを使
用してエラーを Lambda に報告します。
パス – /runtime/init/error
メソッド - POST
ヘッダー
Lambda-Runtime-Function-Error-Type – ランタイムで発生したエラータイプ。必須: いいえ。
このヘッダーは、文字列値で構成されています。Lambda はどのような文字列でも受け入れますが、形式
は <category.reason> にすることが推奨されます。以下に例を示します。
• Runtime.NoSuchHandler
• Runtime.APIKeyNotFound
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• Runtime.ConfigInvalid
• Runtime.UnknownReason
Body パラメータ
ErrorRequest - エラーに関する情報。必須: いいえ。
このフィールドは、次の構造を持つ JSON オブジェクトです。
{

}

errorMessage: string (text description of the error),
errorType: string,
stackTrace: array of strings

Lambda は、errorType として任意の値を受け入れることに注意してください。
次の例は、呼び出しで指定されたイベントデータを関数で解析できなかった Lambda 関数のエラーメッ
セージを示しています。

Example 関数エラー
{

}

"errorMessage" : "Error parsing event data.",
"errorType" : "InvalidEventDataException",
"stackTrace": [ ]

レスポンス本文のパラメータ
• StatusResponse – 文字列. 202 応答コードとともに送信されるステータス情報。
• ErrorResponse - エラー応答コードとともに送信される追加のエラー情報。ErrorResponse には、エ
ラータイプとエラーメッセージが含まれています。

レスポンスコード
• 202 - Accepted
• 403 – Forbidden
• 500 – Container error 回復不能な状態。ランタイムはすぐに終了することが望ましいです。

Example 初期化エラーリクエスト
ERROR="{\"errorMessage\" : \"Failed to load function.\", \"errorType\" :
\"InvalidFunctionException\"}"
curl -X POST "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/init/error" -d "$ERROR"
--header "Lambda-Runtime-Function-Error-Type: Unhandled"

呼び出しエラー
関数がエラーを返すか、ランタイムでエラーが発生した場合、ランタイムはこのメソッドを使用してエ
ラーを Lambda に報告します。
パス – /runtime/invocation/AwsRequestId/error
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メソッド - POST
ヘッダー
Lambda-Runtime-Function-Error-Type – ランタイムで発生したエラータイプ。必須: いいえ。
このヘッダーは、文字列値で構成されています。Lambda はどのような文字列でも受け入れますが、形式
は <category.reason> にすることが推奨されます。以下に例を示します。
• Runtime.NoSuchHandler
• Runtime.APIKeyNotFound
• Runtime.ConfigInvalid
• Runtime.UnknownReason
Body パラメータ
ErrorRequest - エラーに関する情報。必須: いいえ。
このフィールドは、次の構造を持つ JSON オブジェクトです。
{

}

errorMessage: string (text description of the error),
errorType: string,
stackTrace: array of strings

Lambda は、errorType として任意の値を受け入れることに注意してください。
次の例は、呼び出しで指定されたイベントデータを関数で解析できなかった Lambda 関数のエラーメッ
セージを示しています。

Example 関数エラー
{

}

"errorMessage" : "Error parsing event data.",
"errorType" : "InvalidEventDataException",
"stackTrace": [ ]

レスポンス本文のパラメータ
• StatusResponse – 文字列. 202 応答コードとともに送信されるステータス情報。
• ErrorResponse - エラー応答コードとともに送信される追加のエラー情報。ErrorResponse には、エ
ラータイプとエラーメッセージが含まれています。

レスポンスコード
•
•
•
•

202 - Accepted
400 – Bad Request
403 – Forbidden
500 – Container error 回復不能な状態。ランタイムはすぐに終了することが望ましいです。

Example エラーリクエスト
REQUEST_ID=156cb537-e2d4-11e8-9b34-d36013741fb9
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ERROR="{\"errorMessage\" : \"Error parsing event data.\", \"errorType\" :
\"InvalidEventDataException\"}"
curl -X POST "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/invocation/$REQUEST_ID/
error" -d "$ERROR" --header "Lambda-Runtime-Function-Error-Type: Unhandled"
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Lambda ログ API
Lambda は、ランタイムログを自動的にキャプチャし、Amazon CloudWatch にストリームします 。この
ログストリームには、 関数コードと拡張機能が生成するログと、Lambda が関数呼び出しの一部として生
成するログが含まれます。
Lambda の拡張機能 (p. 104)では、Lambda ランタイムログ API を使用して、Lambda 実行環境 (p. 103)で
直接ログストリームをサブスクライブできます。Lambda は、ログを拡張機能にストリームし、拡張機能
は、ログを処理、フィルタリングして、指定された宛先に送信します。

Logs API を使用すると、拡張機能は 3 つの異なるログストリームにサブスクライブできます。
• Lambda 関数が生成して、stdout または stderr に書き込む関数ログ。
• 拡張コードが生成する拡張ログ。
• Lambda プラットフォームログ。呼び出しと拡張機能に関連するイベントとエラーを記録します。

Note
Lambda は拡張機能が 1 つまたは複数のログストリームにサブスクライブしている場合でも、す
べてのログを CloudWatch に送信します。
トピック
• サブスクライブしてログを受信する (p. 124)
• メモリ使用量 (p. 124)
• 送信先プロトコル (p. 124)
• バッファリング構成 (p. 124)
• サブスクリプションの例 (p. 125)
• ログ API のサンプルコード (p. 125)
• Logs API リファレンス (p. 126)
• ログメッセージ (p. 127)
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サブスクライブしてログを受信する
Lambda 拡張機能は、Logs API にサブスクリプションリクエストを送信することで、ログを受信するよう
サブスクライブできます。
ログを受信するためにサブスクライブするには、内線識別子（Lambda-Extension-Identifier）が必
要です。最初に 内線番号を登録 (p. 113) し、内線番号を受け取ります。そして 初期化中 (p. 131) に
Logs API にサブスクライブします。初期化フェーズの完了後は、Lambda はサブスクリプションリクエス
トを処理しません。

Note
Logs API サブスクリプションは冪等です。サブスクリプションリクエストが重複しても、サブス
クリプションが重複することはありません。

メモリ使用量
サブスクライバの数が増加すると、メモリ使用量は直線的に増加します。サブスクリプションは、各サブ
スクリプションが新しいメモリバッファを開き、ログを保存するため、メモリリソースを消費します。メ
モリ使用量を最適化するために、 バッファリング設定 (p. 124) を調整できます。バッファメモリ使用量
は、実行環境の全体的なメモリ消費量の一部としてカウントされます。

送信先プロトコル
ログを受信するには、次のいずれかのプロトコルを選択できます。
1. HTTP (推奨) - Lambda は JSON 形式の記録の配列として、ローカル HTTP エンドポイント (http://
sandbox.localdomain:${PORT}/${PATH}) にログを配信します。$PATH パラメータはオプション
です。HTTP のみがサポートされ、HTTPS はサポートされません。ログを受信するには、PUT または
POST のいずれかを選択できます。
2. TCP - Lambda は改行区切りの JSON (NDJSON) 形式で TCPポートにログを配信します。
TCP ではなく HTTP を使用することをお勧めします。TCP では、Lambda プラットフォームはログをアプ
リケーション層に配信するときに確認できません。したがって、拡張機能がクラッシュすると、ログが失
われる可能性があります。HTTP はこの制限を共有しません。
また、サブスクライブしてログを受信する前に、ローカル HTTP リスナーまたは TCP ポートを設定する
ことをお勧めします。セットアップ中に、次の点に注意してください。
• Lambda は、実行環境内の送信先にのみログを送信します。
• Lambda は、リスナーがない場合、または POST や PUT リクエストの結果でエラーが発生した場合
は、ログ送信の試行を再試行します (バックオフあり)。ログサブスクライバーがクラッシュした場
合、Lambda が実行環境を再起動した後もログを受信し続けます。
• Lambda がポート 9001 を予約しています。他のポート番号の制限や推奨事項はありません。

バッファリング構成
Lambda はログをバッファリングし、サブスクライバに配信できます。サブスクリプションリクエストで
この動作を設定するには、次のオプションフィールドを指定します。Lambda では、指定しないフィール
ドにはデフォルト値が使用されます。
• timeoutMs - バッチをバッファーする最大時間（ミリ秒単位）。デフォルト: 1,000。最小: 25 最大:
30,000。
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• maxBytes - メモリにバッファするログの最大サイズ （バイト単位）。デフォルト: 262,144。最小:
262,144。最大: 1,048,576。
• MaxItems - メモリにバッファするイベントの最大数。デフォルト: 10,000。最小: 1,000。最大: 10,000。
バッファリングの設定時には、次の点に注意してください。
• Lambda は、ランタイムがクラッシュした場合など、入力ストリームが閉じられている場合、ログをフ
ラッシュします。
• 各サブスクライバーは、サブスクリプションリクエストで異なるバッファリング設定を指定できます。
• データを読み取るために必要なバッファサイズを考慮してください。サブスクライブリクエストで設定
されている 2*maxBytes+metadata と同じ大きさのペイロード maxBytes を受信することを想定しま
す。例えば、Lambda は次のメタデータバイトを各レコードに追加します。
{
"time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
"type": "function",
"record": "Hello World"
}

• サブスクライバが着信ログを十分な速さで処理できない場合、Lambda はログを削除して、メモ
リ使用率を制限し続ける可能性があります。削除されたレコードの数を示すために、Lambda は
platform.logsDropped ログを送信します。

サブスクリプションの例
次の例は、プラットフォームログと関数ログをサブスクライブするリクエストを示しています。
PUT http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2020-08-15/logs HTTP/1.1
{ "schemaVersion": "2020-08-15",
"types": [
"platform",
"function"
],
"buffering": {
"maxItems": 1000,
"maxBytes": 262144,
"timeoutMs": 100
},
"destination": {
"protocol": "HTTP",
"URI": "http://sandbox.localdomain:8080/lambda_logs"
}
}

リクエストが成功すると、サブスクライバーは HTTP 200 成功レスポンスを受信します。
HTTP/1.1 200 OK
"OK"

ログ API のサンプルコード
カスタム送信先にログを送信する方法を示すサンプルコードについては、AWS Lambda コンピューティン
グブログの AWS 拡張機能を使用してログをカスタム送信先に送信するを参照してください。
基本的な Lambda 拡張機能を開発し、Logs API をサブスクライブする方法を示す Python および Go の
コードサンプルについては、AWS Samples GitHub リポジトリの AWS LambdaExtensions を参照してく

125

AWS Lambda デベロッパーガイド
Logs API リファレンス

ださい。Lambda 拡張機能の構築 に関する詳細については、the section called “拡張機能 API” (p. 104) を
参照してください。

Logs API リファレンス
Logs API エンドポイントの値は、AWS_LAMBDA_RUNTIME_API の環境変数から取得できます。API リク
エストを送信するには、API パスの前にプレフィックス 2020-08-15/ を使用します。以下に例を示しま
す。
http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2020-08-15/logs

Log API の OpenAPI 仕様 (バージョン 2020-08-15) は、logs-api-request.zip から入手できます。

サブスクライブ
Lambda 実行環境で使用できる 1 つ以上のログストリームをサブスクライブするために、拡張機能が
Subscribe API リクエストを送信します。
パス – /logs
メソッド – PUT
Body パラメータ
destination「」を参照してください。the section called “送信先プロトコル” (p. 124)必須: はい。タイ
プ:文字列。
buffering「」を参照してください。the section called “バッファリング構成” (p. 124)必須: いいえ。タ
イプ:文字列。
types - 受信するログのタイプの配列。必須: はい。タイプ: 文字列の配列 有効な値：「プラットフォー
ム」、「関数」、「拡張」。
schemaVersion - 必須: いいえ。デフォルト値: "2020-08-15". 拡張機能が
platform.runtimeDone (p. 129) メッセージを受信するには、「2021-03-18」に設定します。

レスポンスパラメータ
サブスクリプションレスポンスの OpenAPI 仕様 (バージョン 2020-08-15) は、HTTP および TCP プロト
コルで使用できます。
• HTTP: logs-api-http-response.zip
• TCP: logs-api-tcp-response.zip

レスポンスコード
• 200 - リクエストは正常に完了しました
• 202 - リクエストは承認されました ローカルテスト中のサブスクリプションリクエストへのレスポン
ス。
• 4XX - 無効なリクエスト
• 500 - サービスエラー
リクエストが成功すると、サブスクライバーは HTTP 200 成功レスポンスを受信します。

126

AWS Lambda デベロッパーガイド
ログメッセージ

HTTP/1.1 200 OK
"OK"

リクエストが失敗した場合、サブスクライバはエラーレスポンスを受信します。以下に例を示します。
HTTP/1.1 400 OK
{
"errorType": "Logs.ValidationError",
"errorMessage": URI port is not provided; types should not be empty"
}

ログメッセージ
Logs API を使用すると、拡張機能は 3 つの異なるログストリームにサブスクライブできます。
• 関数 - Lambda 関数が生成し、stdout または stderr に書き出すログ。
• 拡張機能 - 拡張コードが生成するログ。
• プラットフォーム - ランタイムプラットフォームが生成するログ。呼び出しと拡張機能に関連するイベ
ントおよびエラーを記録します。
トピック
• 関数ログ (p. 127)
• 拡張ログ (p. 127)
• プラットフォームログ (p. 127)

関数ログ
Lambda 関数と内部拡張機能は、関数ログを生成し、stdout または stderr に書き出します。
次の例は、関数ログメッセージの形式を示しています。 { "time": "2020-08-20T12:31:32.123Z", "type":
"function", "record": "ERROR encountered. Stack trace:\n\my-function (line 10)\n" }

拡張ログ
拡張機能は、拡張ログを生成できます。ログ形式は、関数ログの場合と同じです。

プラットフォームログ
Lambda は、platform.start、platform.end、platform.fault などのプラットフォームイベント
のログメッセージを生成します。
必要に応じて、platform.runtimeDone ログメッセージを含む Logs API スキーマの 2021-03-18 バー
ジョンをサブスクライブできます。

プラットフォームログメッセージ例
次の例は、プラットフォームの開始ログと終了ログを示しています。これらのログは、requestId で指定さ
れた呼び出しの開始時刻と呼び出しの終了時刻を示します。
{

"time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
"type": "platform.start",
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"record": {"requestId": "6f7f0961f83442118a7af6fe80b88d56"}

}
{

}

"time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
"type": "platform.end",
"record": {"requestId": "6f7f0961f83442118a7af6fe80b88d56"}

プラットフォームレポートログには、requestId で指定された呼び出しに関するメトリックが含まれます。
呼び出しにコールドスタートが含まれている場合にのみ、initDurationMs フィールドがログに含まれ
ます。AWS X-Ray トレースがアクティブである場合、ログには X-Ray メタデータが含まれます。次の例
は、コールドスタートを含む呼び出しのプラットフォームレポートログを示しています。
{

}

"time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
"type": "platform.report",
"record": {"requestId": "6f7f0961f83442118a7af6fe80b88d56",
"metrics": {"durationMs": 101.51,
"billedDurationMs": 300,
"memorySizeMB": 512,
"maxMemoryUsedMB": 33,
"initDurationMs": 116.67
}
}

プラットフォーム障害ログは、ランタイムまたは実行環境エラーをキャプチャします。次の例は、プラッ
トフォーム障害ログメッセージを示しています。
{

"time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
"type": "platform.fault",
"record": "RequestId: d783b35e-a91d-4251-af17-035953428a2c Process exited before
completing request"

}

Lambda は、拡張機能が拡張 API に登録されると、プラットフォーム拡張ログを生成します。次の例は、
プラットフォーム拡張メッセージを示しています。
{

}

"time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
"type": "platform.extension",
"record": {"name": "Foo.bar",
"state": "Ready",
"events": ["INVOKE", "SHUTDOWN"]
}

Lambda は、拡張機能がログ API をサブスクライブすると、プラットフォームログサブスクリプションロ
グを生成します。次の例は、ログサブスクリプションメッセージを示しています。
{

}

"time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
"type": "platform.logsSubscription",
"record": {"name": "Foo.bar",
"state": "Subscribed",
"types": ["function", "platform"],
}
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Lambda は、拡張機能が受信しているログの数を処理できない場合に、プラットフォームログをドロップ
したログを生成します。次の例は、platform.logsDropped ログメッセージの例を示しています。
{

"time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
"type": "platform.logsDropped",
"record": {"reason": "Consumer seems to have fallen behind as it has not acknowledged
receipt of logs.",
"droppedRecords": 123,
"droppedBytes" 12345
}

}

プラットフォーム runtimeDone メッセージ
サブスクライブリクエストでスキーマバージョンを「2021-03-18」に設定した場合、Lambda は関数の呼
び出しが正常に完了するか、エラーで終了した後に platform.runtimeDone メッセージを送信します。
拡張機能は、このメッセージを使用して、この関数呼び出しのすべてのテレメトリ収集を停止できます。
スキーマバージョン 2021-03-18 での Log イベントタイプの OpenAPI 仕様は、schema-2021-03-18.zip か
ら入手できます。
Lambda は、ランタイムが Next または Error ランタイム API リクエストを送信したときに
platform.runtimeDone ログメッセージを生成します。platform.runtimeDone ログは、関数の呼び
出しが完了したことを Logs API のコンシューマーに通知します。拡張機能は、この情報を使用して、呼び
出し中に収集されたすべてのテレメトリをいつ送信するかを決定できます。

例
Lambda は、関数の呼び出しが完了したときに、ランタイムが NEXT リクエストを送信した後に
platform.runtimeDone メッセージを送信します。次の例は、各ステータス値 (成功、失敗、タイムア
ウト) のメッセージを示しています。

Example 成功した場合のメッセージ例
{

}

"time": "2021-02-04T20:00:05.123Z",
"type": "platform.runtimeDone",
"record": {
"requestId":"6f7f0961f83442118a7af6fe80b88",
"status": "success"
}

Example 失敗した場合のメッセージ例
{

}

"time": "2021-02-04T20:00:05.123Z",
"type": "platform.runtimeDone",
"record": {
"requestId":"6f7f0961f83442118a7af6fe80b88",
"status": "failure"
}

Example タイムアウトした場合のメッセージ例
{
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}

"time": "2021-02-04T20:00:05.123Z",
"type": "platform.runtimeDone",
"record": {
"requestId":"6f7f0961f83442118a7af6fe80b88",
"status": "timeout"
}

AWS Lambda 拡張機能パートナー
AWS Lambda では、Lambda 関数と統合する拡張機能を、複数のサードパーティの企業から提供を受けて
います。次のリストに、現在利用が可能なサードパーティ拡張機能の詳細を示します。
• AppDynamics – Node.js または Python Lambda 関数の自動計測、および関数のパフォーマンスに関する
可視性とアラートを提供します。
• Check Point CloudGuard – サーバーレスアプリケーションのライフサイクルを通じ完全なセキュリティ
を提供する、拡張ベースのランタイムソリューションです。
• Datadog – メトリクス、トレース、ログを使用して、サーバーレスアプリケーションのための、包括的
かつリアルタイムの可視性を提供します。
• Dynatrace – トレースとメトリクスを可視化するとともに、AIを活用してアプリケーションスタック全体
のエラーを自動検出し、その根本原因の分析を行います。
• Epsagon – 呼び出しイベントをリッスンしながらトレースを保存し、それらを同時に、実行される
Lambda 関数に送信します。
• Fastly— インジェクション型攻撃、認証情報スタッフィングによるアカウント乗っ取り、悪意のある
ボット、API の悪用などの疑わしいアクティビティから Lambda 関数を保護します。
• HashiCorp Vault – シークレットを管理し、デベロッパーが (関数の Vault を設定することなく) それらを
関数コード内で使用できるようにします。
• Honeycomb – アプリケーションスタックをデバッグするための可観測性を提供するツールです。
• Lumigo – Lambda 関数の呼び出しのプロファイリングを行い、サーバーレス環境およびマイクロサービ
ス環境における問題のトラブルシューティングのためのメトリクスを収集します。
• New Relic – Lambda 関数とともに実行することで、テレメトリを自動的に収集および拡張し、さらに
New Relic の統合可観測性プラットフォームに転送します。
• Sentry – Lambda 関数のパフォーマンスを診断、修正、最適化します。
• Site24x7 – Lambda 環境でリアルタイムの可観測性を実現します。
• Splunk – 高分解能、低レイテンシーのメトリクスを収集して、Lambda 関数を効率的かつ効果的にモニ
タリングします。
• Sumo Logic – サーバーレスアプリケーションの動作状況とパフォーマンスを可視化します。
• Thundra – トレース、メトリクス、ログなど非同期のテレメトリレポートを提供します。

AWS 管理の拡張機能
AWS では、次のような独自のマネージド型拡張機能を用意しています。
• AWS AppConfig – 機能フラグと動的データを使用して Lambda 関数を更新します。この拡張機能を使用
すると、Ops のスロットリングやチューニングなど、他の動的設定を更新することもできます。
• Amazon CodeGuru Profiler – アプリケーション内で最もコストがかかっているコードの行番号を特定
し、コードを改善するための推奨事項を提供することで、アプリケーションのパフォーマンスを向上さ
せ、コストを削減します。
• CloudWatch Lambda Insights – 自動化されたダッシュボードにより、Lambda 関数のパフォーマンスに
関するモニタリング、トラブルシューティング、最適化を行います。
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• AWS Distro for Open Telemetry – AWS X-Ray などの AWS のモニタリングサービスや、Honeycomb や
Lightstep など OpenElemetry をサポートしている対象に、関数からトレースデータを送信できるように
します。
追加の拡張機能のサンプルとデモプロジェクトについては、「AWS Lambda Extensions」( 拡張機能) を参
照してください。

Lambda 実行環境のライフサイクル
実行環境のライフサイクルには、以下のフェーズが含まれています。
• Init: このフェーズ中、Lambda は、設定したリソースを使用して実行環境を作成またはフリーズ解除
し、関数コードとすべてのレイヤーをダウンロードして、拡張機能とランタイムを初期化し、関数の初
期化コード (メインハンドラーの外部にあるコード) を実行します。Init フェーズは、最初の呼び出し
中か、プロビジョニング済みの同時実行 (p. 189)を有効にしている場合は関数呼び出しの前に、発生し
ます。
Init フェーズは、Extension init、Runtime init、Function init の 3 つのサブフェーズに分
割されます。これらのサブフェーズでは、関数コードが実行される前に、すべての拡張機能とランタイ
ムがそのセットアップタスクを完了します。
• Invoke: このフェーズでは、Lambda は関数ハンドラーを呼び出します。関数が実行され、完了する
と、Lambda は、別の関数呼び出しを処理する準備をします。
• Shutdown: このフェーズは、Lambda 関数が一定期間呼び出しを受け入れないと、トリガーされま
す。Shutdown フェーズでは、Lambda はランタイムをシャットダウンし、拡張機能にアラートを出し
てそれらを完全に停止させた後、環境を削除します。Lambda は、各拡張機能に Shutdown イベントを
送信します。これにより、環境がシャットダウンされようとしていることを各拡張機能に伝えます。

各フェーズは、ランタイムと、登録されているすべての拡張機能に Lambda を送信するイベントから始ま
ります。ランタイムと各拡張機能は、Next API リクエストを送信することで完了を示します。Lambda
は、ランタイムと各拡張機能が完了して保留中のイベントがなくなると、実行環境をフリーズします。
トピック
• 初期化フェーズ (p. 131)
• 呼び出しフェーズ (p. 108)
• シャットダウンフェーズ (p. 110)

初期化フェーズ
Init フェーズでは、Lambda は次の 3 つのタスクを実行します。
• すべての拡張機能を起動する (Extension init)
• ランタイムをブートストラップする (Runtime init)
• 関数の静的コード (Function init) を実行する
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この Init フェーズは、ランタイムとすべての拡張機能が Next API リクエストを送信して準備完了を示
したときに終了します。Init フェーズは 10 秒に制限されています。3 つのタスクすべてが 10 秒以内に
完了しない場合、Lambda は最初の関数呼び出し時に Init フェーズを再試行します。

呼び出しフェーズ
Next API リクエストに応答して Lambda 関数が呼び出されると、Lambda はランタイムと各拡張機能に
Invoke イベントを送信します。
関数のタイムアウト設定は、Invoke フェーズ全体の所要時間を制限します。例えば、関数のタイムアウ
トを 360 秒に設定した場合、関数とすべての拡張機能は 360 秒以内に完了する必要があります。独立した
呼び出し後フェーズはないことに注意してください。所要時間は、すべての呼び出し時間 (ランタイム +
拡張機能) の合計であり、関数とすべての拡張機能の実行が終了するまで計算されません。
呼び出しフェーズはランタイム後に終了し、すべての拡張機能は Next API リクエストを送信して、完了
したことを示します。
Lambda 関数が Invoke フェーズ中にクラッシュするかタイムアウトすると、Lambda は実行環境をリ
セットします。リセットは Shutdown イベントのように動作します。まず、Lambda はランタイムを
シャットダウンします。次に、Lambda は登録された各外部拡張機能に Shutdown イベントを送信しま
す。イベントには、シャットダウンの理由が含まれます。別の Invoke イベントによってこの実行環境が
再利用された場合、Lambda は次の呼び出しの一部としてランタイムと拡張機能を初期化します。

Note
Lambda のリセットでは、次の init フェーズより前の/tmpディレクトリコンテンツはクリアされ
ません。この動作は、通常のシャットダウンフェーズと一致しています。

シャットダウンフェーズ
Lambda は、ランタイムをシャットダウンしようとする際、Shutdown イベントを登録された各外部拡張
機能に送信します。拡張機能は、この時間を最終的なクリーンアップタスクに使用できます。Shutdown
イベントは、Next API リクエストに対するレスポンスです。
期間: Shutdown フェーズ全体の上限は 2 秒です。ランタイムまたは拡張機能が応答しない場合、Lambda
は通知 (SIGKILL) によりそれを終了します。
関数とすべての拡張機能が完了した後、Lambda は別の関数の呼び出しを想定して、実行環境をしばらく
維持します。実際には、Lambda は実行環境をフリーズします。関数が再び呼び出されると、再利用のた
め、Lambda によって環境が解凍されます。実行環境の再利用には、次のような意味があります。
• 関数ハンドラーメソッドの外部で宣言されたオブジェクトは、初期化されたままとなり、関数が再度呼
び出されると追加の最適化を提供します。例えば、Lambda 関数がデータベース接続を確立する場合、
連続した呼び出しでは接続を再確立する代わりに元の接続が使用されます。新しい接続を作成する前
に、接続が存在するかどうかを確認するロジックをコードに追加することをお勧めします。
• 各実行環境は、/tmp ディレクトリに 512 MB と 10,240 MB 間を 1 MB 刻みで提供します。ディレクト
リのコンテンツは、実行環境が停止された際に維持され、複数の呼び出しに使用できる一時的なキャッ
シュを提供します。キャッシュに保存したデータが存在するかどうかを確認するための追加コードを追
加できます。デプロイのサイズ制限の詳細については、「Lambda クォータ (p. 818)」を参照してくだ
さい。
• Lambda 関数によって開始され、関数が終了したときに完了しなかったバックグラウンドプロセスまた
はコールバックは、Lambda 関数が実行環境を再利用したときに再開します。コードのバックグラウン
ド処理またはコールバックは、コード終了までに完了させてください。
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関数コードを記述するときは、Lambda が後続の関数呼び出しで実行環境を自動的に再利用するとは考
えないでください。他の要因により、Lambda によって新しい実行環境が作成される場合があり、データ
ベース接続の失敗など予期しない結果になることがあります。

133

AWS Lambda デベロッパーガイド
.zip ファイルアーカイブ

Lambda 関数のデプロイ
Lambda 関数にコードをデプロイする際は、zip ファイルアーカイブをアップロードするか、コンテナーイ
メージを作成してアップロードします。

.zip ファイルアーカイブ
.zip ファイルアーカイブには、アプリケーションコードとその依存関係が集録されています。Lambda コ
ンソールまたはツールキットを使用して関数を作成する際、コードの.zip ファイルアーカイブが、Lambda
により自動的に作成されます。
Lambda API、コマンドラインツール、または AWS SDK を使用して関数を管理する場合は、デプロイ
パッケージを作成する必要があります。また、関数でコンパイルされた言語を使用している場合、または
関数に依存関係を追加する場合も、デプロイパッケージを作成する必要があります。デプロイパッケージ
は、関数のコードをデプロイする際に、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) もしくはローカル
マシンからアップロードします。
Lambda コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してデプロイパッケージとして .zip
ファイルをアップロードしたり、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロード
したりできます。

コンテナイメージ
Docker コマンドラインインターフェイス (CLI) などのツールを使用すると、コードと依存関係をコン
テナーイメージとしてパッケージ化することができます。その後、Amazon Elastic Container Registry
(Amazon ECR) でホストされているコンテナレジストリに、イメージをアップロードできます。
AWSには、関数のコードをコンテナーイメージとしてビルドする際にベースとして使用できるイメージの
セットが、オープンソースとして用意されています。また、他のコンテナレジストリから代わりのベース
イメージを取得して使用することもできます。AWS には、代わりのベースイメージに追加して Lambda
サービスとの互換性を確保するための、オープンソースのランタイムクライアントも用意されています。
さらに AWS では、Docker CLI などのツールを使用して関数をローカルでテストするための、ランタイム
インターフェイスエミュレーターも利用できます。

Note
Lambda がサポートする命令セットアーキテクチャの 1 つと互換性を持つように、各コンテナイ
メージを作成します。Lambda は各命令セットアーキテクチャのベースイメージを提供し、両方
のアーキテクチャをサポートするベースイメージも提供します。
関数用に構築するイメージでは、アーキテクチャの 1 つだけをターゲットにする必要がありま
す。
関数をコンテナイメージとしてパッケージ化してデプロイした場合でも、追加料金は発生しません。コン
テナーイメージとしてデプロイした関数を呼び出した際に、その呼び出しリクエストと実行時間の長さに
応じた課金が行われます。Amazon ECR にコンテナイメージを保存した場合にも料金が発生します。詳細
については、Amazon ECR の料金を参照してください。
トピック
• Lambda 関数の .zip ファイルアーカイブとしてのデプロイ (p. 136)
• Lambda 関数のコンテナイメージとしてのデプロイ (p. 140)
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Lambda 関数の .zip ファイルアーカイブとしてのデ
プロイ
Lambda 関数を作成する場合、関数コードをデプロイパッケージにパッケージ化します。Lambda は、コ
ンテナイメージ (p. 36)と .zip ファイルアーカイブ (p. 36)の 2 種類のデプロイパッケージをサポートしま
す。関数を作成するワークフローは、デプロイパッケージの種類によって異なります。コンテナイメージ
として定義される関数の作成については、the section called “コンテナイメージ” (p. 140)を参照してくだ
さい。
Lambda コンソールと Lambda API を使用して、.zip ファイルアーカイブで定義された関数を作成できま
す。更新済みの .zip ファイルをアップロードして、関数コードを変更することもできます。

Note
既存のコンテナイメージ関数を、.zip ファイルアーカイブを使用するように変換することはでき
ません。この場合は、新しい関数を作成する必要があります。
トピック
• 関数の作成 (p. 136)
• コンソールのコードエディタの使用 (p. 137)
• 関数コードの更新 (p. 137)
• ランタイムまたはランタイムバージョンの変更 (p. 138)
• アーキテクチャの変更 (p. 138)
• Lambda API の使用 (p. 139)
• AWS CloudFormation (p. 139)

関数の作成
.zip ファイルアーカイブで定義した関数を作成する場合、その関数のコードテンプレート、言語バージョ
ン、実行ロールを選択します。Lambda が関数を作成したら、関数コードを追加します。

関数を作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

3.

[Author from scratch] (ゼロから作る) または [Use a blueprint] (設計図の使用) を選択して関数を作成し
ます。

4.

基本的な情報 で、以下の作業を行います。
a.

[関数名] に関数名を入力します。関数名の長さは 64 文字に制限されています。

b.

[Runtime] (ランタイム) で、関数で使用する言語バージョンを選択します。

c.

(オプション) アーキテクチャで、関数に使用する命令セットアーキテクチャを選択します。デ
フォルトのアーキテクチャは x86_64 です。関数用のデプロイパッケージを構築するときは、こ
の命令セットアーキテクチャ (p. 23)と互換性があることを確認してください。

5.

(オプション) [アクセス権限] で、[デフォルトの実行ロールの変更] を展開します。実行ロールを使用す
ることも、既存のロールを使用することもできます。

6.

(オプション) [詳細設定] を展開します。関数の [Code signing configuration] (コード署名設定) を選択
します。関数がアクセスできるように (Amazon VPC) を設定することもできます。

7.

[Create function] (関数の作成) をクリックします。
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Lambda によって、新しい関数が作成されます。コンソールを使用して関数コードを追加し、他の関数の
パラメータや機能を設定できるようになりました。コードのデプロイに関する手順については、関数が使
用するランタイムのハンドラーページを参照してください。
Node.js
.zip ファイルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297)
Python
.zip ファイルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339)
Ruby
.zip ファイルアーカイブで Ruby Lambda 関数をデプロイする (p. 368)
Java
.zip または JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397)
Go
.zip ファイルアーカイブを使用して Go Lambda 関数をデプロイする (p. 439)
C#
.zip ファイルアーカイブを使用して C# Lambda 関数をデプロイする (p. 470)
PowerShell
.zip ファイルアーカイブを使用した PowerShell Lambda 関数のデプロイする (p. 496)

コンソールのコードエディタの使用
コンソールで、単一のソースファイルを含む Lambda 関数が作成されます。スクリプト言語の場合、この
ファイルを編集し、組み込みのコードエディタ (p. 39)を使用してファイルをさらに追加することができま
す。変更を保存するには [保存] を選択します。コードを実行するには、[Test] (テスト) を選択します。

Note
Lambda コンソールでは、AWS Cloud9 を使用して、ブラウザに統合開発環境を提供します。ま
た、AWS Cloud9 を使用して、独自の環境で Lambda 関数を開発することもできます。詳細につ
いては、AWS Cloud9 ユーザーガイドの「Lambda 関数の使用」を参照してください。
関数コードを保存すると、Lambda コンソールは .zip ファイルアーカイブのデプロイパッケージを作成
します。コンソール外で (SDE を使用して) 関数コードを開発するときは、デプロイパッケージを作成し
て (p. 297)、Lambda 関数にコードをアップロードします。

関数コードの更新
スクリプト言語 (Node.js, Python, and Ruby) の場合は、組み込みのコードエディタ (p. 39)で関数コードを
編集することができます。コードが 3 MBを超える場合、またはライブラリを追加する必要がある場合、
またはエディタでサポートされていない言語 (Java, Go, C#) の場合は、関数コードを .zip アーカイブとし
てアップロードする必要があります。.zip ファイルアーカイブが 50 MB 未満の場合は、ローカルマシンか
ら .zip ファイルアーカイブをアップロードできます。ファイルが 50 MB を超える場合は、Amazon S3 バ
ケットから関数にファイルをアップロードします。

関数コードを.zip アーカイブとしてアップロードするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
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2.

更新する関数を選択し、[Code] (コード) タブを選択します。

3.

[Code source (コードソース)] で、[Upload from (アップロード元)] を選択します。

4.

[.zip file (.zip ファイル)]、[Upload (アップロード) ] の順に選択します。
•

5.

ファイルチューザで新しいイメージバージョンを選択し、[Open (開く)]、[Save (保存) ] の順に選
択します。

(ステップ 4 の代わりに) Amazon S3 の場所を選択します。
•

テキストボックスに .zip ファイルアーカイブの S3 リンク URL を入力し、[Save] (保存) を選択し
ます。

ランタイムまたはランタイムバージョンの変更
新しいランタイムバージョンを使用するために関数設定を更新する場合、新しいバージョンと互換性を持
たせるように関数コードを更新する必要がある場合があります。別のランタイムを使用するように関数設
定を更新した場合は、ランタイムおよびアーキテクチャと互換性のある新しい関数コードを提供する必要
があります。関数コードのデプロイパッケージを作成する方法については、関数が使用するランタイムの
ハンドラーページを参照してください。

ランタイムまたはランタイムバージョンを変更するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

更新する関数を選択し、[Code] (コード) タブを選択します。

3.

コードエディタの下にある [Runtime settings] (ランタイム設定) セクションまで下にスクロールしま
す。

4.

[Edit] を選択します。

5.

a.

[Runtime] (ランタイム) で、ランタイムのバージョンを選択します。

b.

[Handler] (ハンドラ) で、関数のファイル名とハンドラを指定します。

c.

アーキテクチャで、関数に使用する命令セットアーキテクチャを選択します。

[Save] を選択します。

アーキテクチャの変更
命令セットアーキテクチャを変更する前に、関数コードがターゲットアーキテクチャと互換性があること
を確認する必要があります。
Node.js、Python、Ruby を使用し、組み込みエディタ (p. 39)で関数コードを編集する場合、既存のコード
が変更されずに実行されることがあります。
ただし、.zip ファイルアーカイブのデプロイパッケージを使用して関数コードを提供する場合は、ター
ゲットランタイムおよび命令セットアーキテクチャ用に正しくコンパイルされ、構築された新しい .zip
ファイルアーカイブを準備する必要があります。手順については、関数ランタイムのハンドラーページを
参照してください。

命令セットアーキテクチャを変更するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

更新する関数を選択し、[Code] (コード) タブを選択します。

3.

[Runtime settings] (ランタイム設定) で、[Edit] (編集) を選択します。

4.

アーキテクチャで、関数に使用する命令セットアーキテクチャを選択します。

5.

[Save] を選択します。
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Lambda API の使用
.zip ファイルアーカイブを使用する関数を作成および設定するには、以下の API オペレーションを使用し
ます。
• CreateFunction (p. 938)
• UpdateFunctionCode (p. 1124)
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)

AWS CloudFormation
AWS CloudFormation を使用して、.zip ファイルアーカイブを使用する Lambda 関数を作成できま
す。AWS CloudFormation テンプレートでは、Lambda 関数は AWS::Lambda::Function のリソー
スにより指定されます。AWS::Lambda::Function リソースのプロパティの詳細については、AWS
CloudFormation ユーザーガイドの「AWS Lambda 関数」を参照してください。
AWS::Lambda::Function リソースで、次のプロパティを設定して .zip ファイルアーカイブとして定義
された関数を作成します。
• AWS::Lambda::Function
• PackageType － Zip に設定します。
• コード — Amazon S3 バケット名と.zip ファイル名を S3Bucket および S3Key のフィールドに入力
します。Node.js または Python では、Lambda 関数のインラインソースコードを提供できます。
• ランタイム — ランタイム値を設定します。
• アーキテクチャ — AWS Graviton2 プロセッサを使用するには、アーキテクチャ値をarm64に設定し
ます。デフォルトでは、アーキテクチャ値はx86_64です。
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Lambda 関数のコンテナイメージとしてのデプロイ
Lambda 関数を作成する場合、関数コードをデプロイパッケージにパッケージ化します。Lambda は、コ
ンテナイメージ (p. 36)と .zip ファイルアーカイブ (p. 36)の 2 種類のデプロイパッケージをサポートしま
す。関数を作成するワークフローは、デプロイパッケージの種類によって異なります。.zip ファイルアー
カイブとして定義された関数を設定するには、the section called “.zip ファイルアーカイブ” (p. 136)を参照
してください。
Lambda コンソールと Lambda API により、コンテナイメージとして定義された関数を作成し、そのイ
メージコードの更新やテストを行い、関数に対する他の設定を行うことができます。

Note
既存のコンテナイメージ関数を、.zip ファイルアーカイブを使用するように変換することはでき
ません。この場合は、新しい関数を作成する必要があります。
イメージタグを使用してイメージを選択すると、そのタグは Lambda によって基盤となるイメージのダイ
ジェストに変換されます。イメージのダイジェストを取得するには、GetFunctionConfiguration (p. 1001)
API オペレーションを実行します。関数を新しいイメージバージョンに更新するには、Lambda コンソー
ルを使用して関数コードを更新 (p. 145)するか、UpdateFunctionCode (p. 1124) API オペレーションを
実行する必要があります。UpdateFunctionConfiguration (p. 1134) などの設定操作では、関数のコンテナ
イメージは更新されません。
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前提条件
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。
関数を作成する前に、コンテナイメージを作成し、そのイメージを Amazon ECR にアップロードす
る (p. 148)必要があります。
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アクセス許可
IAM ユーザーまたはロールが関数を作成するためのアクセス許可に、AWS の管理ポリシーである
GetRepositoryPolicy と SetRepositoryPolicy が含まれていることを確認します。
例えば、IAM コンソールを使用して、次のポリシーでロールを作成します。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": ["ecr:SetRepositoryPolicy","ecr:GetRepositoryPolicy"],
"Resource": "arn:aws:ecr:<region>:<account>:repository/<repo name>/"
}
]
}

Amazon ECR のアクセス許可
Amazon ECR のコンテナイメージと同じアカウント内の関数の場合、Amazon ECR リポジトリに
ecr:BatchGetImage および ecr:GetDownloadUrlForLayer の許可を追加できます。次の例は、最
小ポリシーを示しています。
{

}

"Sid": "LambdaECRImageRetrievalPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "lambda.amazonaws.com"
},
"Action": [
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer"
]

Amazon ECR のリポジトリのアクセス許可の詳細については、Amazon Elastic Container Registry ユー
ザーガイドの「リポジトリポリシー」を参照してください。
Amazon ECR リポジトリにこれらの権限が含まれていない場合、Lambda は ecr:BatchGetImage
および ecr:GetDownloadUrlForLayer をコンテナイメージリポジトリのアクセス許可に追加
します。Lambda は、Lambda を呼び出すプリンシパルに ecr:getRepositoryPolicy および
ecr:setRepositoryPolicy のアクセス許可がある場合にのみ、これらのアクセス許可を追加できま
す。
Amazon ECR リポジトリのアクセス許可を表示または編集するには、Amazon Elastic Container Registry
ユーザーガイドの「リポジトリポリシーステートメントの設定」を参照してください。

Amazon ECR クロスアカウント許可
同じリージョン内の別のアカウントで、アカウントが所有するコンテナイメージを使用する関数を作成で
きます。次の例では、Amazon ECR リポジトリの許可ポリシーで、アカウント番号 123456789012 にアク
セス権を付与するために、次のステートメントが必要です。
• CrossAccountPermission — アカウント 123456789012 が、この ECR リポジトリからイメージを使用
する Lambda 関数を作成および更新できるようにします。

141

AWS Lambda デベロッパーガイド
関数の作成

• LambdaECRImageCrossAccountRetrievalPolicy – Lambda は、関数が長期間呼び出されない場合、最終
的に関数の状態を非アクティブに設定します。このステートメントは、123456789012 が所有する関数
に代わって Lambda が最適化およびキャッシュのためにコンテナイメージを取得できるようにするため
に必要です。

Example クロスアカウント許可をリポジトリに追加する
{"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CrossAccountPermission",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer"
],
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
}
},
{
"Sid": "LambdaECRImageCrossAccountRetrievalPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer"
],
"Principal": {
"Service": "lambda.amazonaws.com"
},
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:sourceARN":
"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:*"
}
}
}
]
}

複数のアカウントにアクセス権を付与するには、CrossAccountPermission ポリシーの [Principal] (プ
リンシパル) リストと LambdaECRImageCrossAccountRetrievalPolicy の [Condition] (条件) 評価リ
ストにアカウント ID を追加します。
AWS Organization で複数のアカウントを扱う場合は、ECR の許可ポリシーで各アカウント ID を列挙する
ことをお勧めします。このアプローチは、IAM ポリシーで狭い範囲の許可を設定するという AWS セキュ
リティのベストプラクティスに沿ったものです。

関数の作成
コンテナイメージとして定義された関数を作成するには、まずイメージを作成 (p. 148)した上で、そのイ
メージを Amazon ECR リポジトリに保存する必要があります。

関数を作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

3.

[コンテナイメージ] オプションを選択します。

4.

基本的な情報 で、以下の作業を行います。
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a.

[関数名] に関数名を入力します。

b.

コンテナイメージ URI では、関数コードに必要な命令セットアーキテクチャと互換性のあるコン
テナイメージを提供します。
Amazon ECR イメージの URI を入力するか、Amazon ECR イメージを参照できます。

5.

•

Amazon ECR イメージの URI を入力します。

•

Amazon ECR リポジトリでイメージを参照する場合には、[Browse images] (イメージの参
照) をクリックします。ドロップダウンリストから Amazon ECR リポジトリを選択し、所望
のイメージを選択します。

(オプション) Dockerfile に含まれる構成設定をオーバーライドするには、[コンテナイメージのオー
バーライド] を展開します。次の設定のいずれかを上書きできます。
• [エントリーポイント] には、実行可能なランタイムへの完全なパスを入力します。Node.js 関数のエ
ントリポイントの例を次に示します。
"/usr/bin/npx", "aws-lambda-ric"

• [コマンド] には、[エントリーポイント] のパスを通じてイメージに渡す、追加のパラメータを入力
します。次の例は、Node.js 関数に渡すコマンドを示しています。
"app.handler"

• [作業ディレクトリ] には、関数で使用される作業ディレクトリへの、完全なパスを入力します。次
に、Lambda の AWS のベースイメージの作業ディレクトリの例を示します。
"/var/task"

Note
設定を上書きする際には、各文字列を二重引用符 (" ") で囲んでください。
6.

(オプション) アーキテクチャで、関数の命令セットアーキテクチャを選択します。デフォルトのアー
キテクチャは x86_64 です。注: 関数用のコンテナイメージを構築するときは、この命令セットアーキ
テクチャ (p. 23)と互換性があることを確認してください。

7.

(オプション) [アクセス権限] で、[デフォルトの実行ロールの変更] を展開します。次に、[新しい実行
ロールの作成] をクリックするか、あるいは、使用する既存のロールを選択します。

8.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

Lambda により、関数と実行ロール (p. 53)が作成され、ログをアップロードするためのアクセス許可が関
数に付与されます。Lambda は、ユーザーの関数が呼び出される際に実行ロールを引き受け、そのロール
を使用して AWS SDK のための認証情報を作成し、イベントソースからデータを読み取ります。
コードをコンテナイメージとして Lambda 関数にデプロイすると、そのイメージを Lambda 上で実行する
ための最適化プロセスが実行されます。この処理には数秒かかることがあり、その間、関数は保留状態に
なります。最適化プロセスが完了すると、関数はアクティブな状態になります。

関数のテスト
コンソールで提供されているサンプルイベントデータを使用して Lambda 関数を呼び出します。

関数を呼び出すには
1.

関数を選択した後、 テスト タブを選択します。
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2.

テストイベント セクションで、 新しいイベント を選択します。 テンプレート で、デフォルトの
hello-world オプションのままにします。[Name] (名前) にこのテストの名前を入力し、以下のサンプ
ルイベントテンプレートに注目します。
{

}

3.

"key1": "value1",
"key2": "value2",
"key3": "value3"

[Save changes] (変更の保存)、[Test] (テスト) の順に選択します。ユーザーごとに、関数につき最大
10 個のテストイベントを作成できます。これらのテストイベントを他のユーザーが使用することはで
きません。
Lambda はユーザーに代わって関数を実行します。関数ハンドラーは、サンプルイベントを受け取っ
て、処理します。

4.

正常に完了したら、コンソールに結果が表示されます。
• 実行結果には、実行ステータルが成功と表示されます。関数の実行結果を表示するためには、詳
細を選択します。[Logs] (ログ) リンクをクリックすると、CloudWatch コンソールの [Log groups
(ロググループ)] ページが開きます。
• [Summary] セクションには、[Log output] セクション（実行ログの REPORT 行）にレポートされた
重要な情報が表示されます。
• [Log output] (ログ出力) セクションには、Lambda で各呼び出しに対して生成されるログが表示さ
れます。関数によって、これらのログが CloudWatch に書き込まれます。Lambda コンソールに、
これらのログが表示されるため便利です。[Click here] (ここをクリックしてください) を選択して
CloudWatch ロググループに追加し、CloudWatch コンソールで [Log groups (ロググループ)] ペー
ジを開きます。

5.

関数をさらに数回実行し ([Test] (テスト) を選択)、次のステップで表示される複数のメトリクスを収
集します。

6.

[Monitor] (モニタリング) タブを選択します。このページでは、Lambda から CloudWatch に送信され
るメトリクスのグラフが表示されます。

これらのグラフの詳細Lambda コンソールでの関数のモニタリング (p. 736)を参照してください。

コンテナ設定の上書き
Lambda コンソールまたは Lambda API を使用して、次のコンテナイメージ設定を上書きできます。
• ENTRYPOINT － アプリケーションへのエントリポイントの絶対パスを指定します。
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• CMD － ENTRYPOINT とともに渡すパラメータを指定します。
• WORKDIR － 作業ディレクトリの絶対パスを指定します。
• ENV － Lambda 関数の環境変数を指定します。
Lambda コンソールまたは Lambda API で指定した値は、Dockerfile 内 (p. 155)の値よりも優先されま
す。

コンテナイメージの設定値を上書きするには、
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

対象の関数を選択します。

3.

[イメージの設定] で、[編集] をクリックします。

4.

必要なオーバーライド設定に新しい値を入力した上で、[保存] をクリックします。

5.

(オプション) 環境変数を追加またはオーバーライドするには、[環境変数] にある [編集] をクリックし
ます。
詳細については、「the section called “環境変数” (p. 172)」を参照してください。

関数コードの更新
コンテナイメージを関数にデプロイすると、そのイメージは読み取り専用になります。関数コードを更新
するには、まず新しいバージョンのイメージをデプロイする必要があります。新しいバージョンのイメー
ジを作成 (p. 148)したら、そのイメージを Amazon ECR リポジトリに保存します。

更新されたコンテナイメージを使用するように関数を設定するには、
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

対象の関数を選択します。

3.

[イメージ] の下にある、[新しいイメージのデプロイ] をクリックします。

4.

[画像の参照] をクリックします。

5.

[Select container image] (コンテナイメージの選択) ダイアログボックスで、ドロップダウンリストか
ら Amazon ECR リポジトリを選択した後、新しいバージョンのイメージを選択します。

6.

[Save] を選択します。

関数バージョン $LATEST
あるバージョンの関数を公開すると、そのバージョンのユーザーエクスペリエンスの一貫性を保つため
に、コード自体と、そのためのほとんどの設定がロックされます。コードと、それに関する多くの構成設
定は、関数の未公開バージョンでのみ変更が可能です。デフォルトでは、コンソールには未公開バージョ
ンの関数の設定情報が表示されます。関数のバージョンを表示するには、[限定条件] をクリックします。
未公開バージョンの名前は $LATEST です。
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) でも、latest というタグを使用して、コンテナイメージ
の最新バージョンを示していることにご注意ください。このタグを、関数バージョンの $LATEST と混同
しないようにしてください。
バージョン管理の詳細については、「Lambda 関数のバージョン (p. 179)」を参照してください。

Lambda API の使用
次の API オペレーションを使用して、コンテナイメージとして定義された関数を管理します。
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• CreateFunction (p. 938)
• UpdateFunctionCode (p. 1124)
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
コンテナイメージとして定義された関数を作成するには、create-function コマンドを使用しま
す。package-type に Image を設定した上で、code パラメーターを使用しながらコンテナイメージ
URI を指定します。
関数を作成するときに、命令セットアーキテクチャを指定できます。デフォルトのアーキテクチャ
はx86-64です。コンテナイメージのコードがアーキテクチャと互換性があることを確認します。
関数は、コンテナレジストリと同じアカウントから、または、Amazon ECR のコンテナレジストリと同じ
リージョンにある別のアカウントから作成することができます。クロスアカウントアクセスについては、
イメージの Amazon ECR の許可 (p. 141)を調整します。
aws lambda create-function --region sa-east-1 --function-name my-function \
--package-type Image \
--code ImageUri=<ECR Image URI>
\
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-ex

関数コードを更新するには、update-function-code コマンドを使用します。image-uri パラメー
ターを使用して、コンテナイメージのロケーションを指定します。

Note
関数の package-type を変更することはできません。
aws lambda update-function-code --region sa-east-1 --function-name my-function \
--image-uri <ECR Image URI>
\

関数のパラメータを更新するには、update-function-configuration オペレーションを使用しま
す。EntryPoint と Command は文字列の配列として指定し、WorkingDirectory は文字列として指定
します。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--image-config '{"EntryPoint": ["/usr/bin/npx", "aws-lambda-ric"], \
"Command":
["app.handler"] ,
\
"WorkingDirectory": "/var/task"}'

AWS CloudFormation
AWS CloudFormation を使用して、コンテナイメージとして定義された Lambda 関数を作成できま
す。AWS CloudFormation テンプレートでは、Lambda 関数は AWS::Lambda::Function のリソー
スにより指定されます。AWS::Lambda::Function リソースのプロパティの詳細については、AWS
CloudFormation ユーザーガイドの「AWS Lambda 関数」を参照してください。
コンテナイメージとして定義された関数を作成するには、AWS::Lambda::Functionリソースで次のプロ
パティを設定します。
• AWS::Lambda::Function
• PackageType － Image に設定します。
• Code － ImageUri フィールドにコンテナイメージの URI を入力します。
• ImageConfig － (オプション) コンテナイメージの設定プロパティを上書きします。
ImageConfig の AWS::Lambda::Function プロパティには、次のフィールドがあります。
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• Command － EntryPoint で渡すパラメータを指定します。
• EntryPoint － アプリケーションへのエントリポイントを指定します。
• WorkingDirectory － 作業ディレクトリを指定します。

Note
ImageConfig テンプレートで AWS CloudFormation プロパティを宣言する場合
は、ImageConfig プロパティの値 3 つすべてを指定する必要があります。
詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「ImageConfig」を参照してください。
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Lambda コンテナイメージの作成
AWSには、コンテナイメージを作成する際に使用できる、オープンソースのベースイメージ (p. 149)の
セットが用意されています。これらのベースイメージには、作成した関数のコードと Lambda の間での連
携を管理するために、ランタイムインターフェイスクライアント (p. 150)が含まれています。
Node.js や Python の例を含むサンプルアプリケーションについては、AWS ブログの「Lambda でのコン
テナイメージのサポート」を参照してください。

Note
コンテナイメージは、中東 (アラブ首長国連邦) リージョンの Lambda 関数でサポートされていま
せん。
トピック
• Lambda の ベースイメージ (p. 149)
• Lambda コンテナイメージをローカルでテストする (p. 151)
• 前提条件 (p. 154)
• イメージタイプ (p. 154)
• コンテナツール (p. 155)
• コンテナイメージの設定 (p. 155)
• AWS ベースイメージからのイメージの作成 (p. 155)
• 代替ベースイメージからのイメージの作成 (p. 157)
• Amazon ECR リポジトリへのイメージのアップロード (p. 159)
• AWS SAM ツールキットを使用してイメージを作成する (p. 159)
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Lambda の ベースイメージ
AWS は、使用できるオープンソースのベースイメージのセットを提供します。優先コミュニティまたはプ
ライベートベースイメージを使用することもできます。Lambda には、Lambda サービスとの互換性を確
保するために、ユーザーが優先するベースイメージに追加できるクライアントソフトウェアが提供されて
います。

Note
各ベースイメージは、Lambda がサポートする命令セットアーキテクチャの 1 つ以上と互換性が
あります。1 つのアーキテクチャだけに対して関数イメージを構築する必要があります。Lambda
はマルチアーキテクチャイメージをサポートしません。
トピック
• Lambda の AWS ベースイメージ (p. 149)
• カスタムランタイムのベースイメージ (p. 149)
• ランタイムインターフェイスクライアント (p. 150)
• ランタイムインタフェースエミュレータ (p. 150)

Lambda の AWS ベースイメージ
Lambda に AWS ベースイメージの 1 つを使用して、関数コードのコンテナイメージを構築します。ベー
スイメージには、Lambda でコンテナイメージを実行するために必要な言語ランタイムおよびその他のコ
ンポーネントがプリロードされます。関数コードと依存関係をベースイメージに追加し、コンテナイメー
ジとしてパッケージ化します。
AWS はこれらのイメージを維持し、定期的に更新します。さらに、新しい管理されたランタイムが使用可
能になると、AWS が AWS ベースイメージをリリースします。
Lambda は、次のランタイムのベースイメージを提供します。
• Node.js (p. 300)
• Python (p. 344)
• Java (p. 404)
• .NET (p. 476)
• Go (p. 443)
• Ruby (p. 371)

カスタムランタイムのベースイメージ
AWS は、必要な Lambda コンポーネントと、Amazon Linux または Amazon Linux2 オペレーティングシ
ステムを含むベースイメージを提供します。これらのイメージには優先するランタイム、依存関係、およ
びコードを追加できます。
タグ

ランタイム

オペレーティングシステム

al2

provided.al2

Amazon Linux 2

alami

provided

Amazon Linux

Amazon ECR Public Gallery: gallery.ecr.aws/lambda/provided
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ランタイムインターフェイスクライアント
コンテナイメージ内のランタイムインターフェイスクライアントは、Lambda と関数コード間の相互作用
を管理します。ランタイム API (p. 118) は、Extensions API (p. 104) とともに、ランタイムが呼び出しイ
ベントを Lambda から受信するための、シンプルな HTTP インターフェイスを定義し、成功または失敗の
指示で返します。
Lambda のための各 AWS ベースイメージには、ランタイムインターフェイスクライアントが含まれてい
ます。カスタムランタイムのためのいずれかのベースイメージ、または代替のベースイメージを選択した
場合は、適切なランタイムインターフェイスクライアントを追加する必要があります。
利便性のため、Lambda では、サポートされている Lambda ランタイムごとにオープンソースのランタイ
ムインターフェイスクライアントが提供されています。
• Node.js (p. 301)
• Python (p. 346)
• Java (p. 405)
• .NET (p. 477)
• Go (p. 444)
• Ruby (p. 372)

ランタイムインタフェースエミュレータ
Lambda は、関数をローカルでテストするためのランタイムインターフェイスエミュレータ（RIE）を提
供します。Lambda の AWS ベースイメージとカスタムランタイムのベースイメージには、RIE が含まれ
ます。その他のベースイメージについては、AWS GitHub リポジトリから ランタイムインターフェイスエ
ミュレーター をダウンロードできます。
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Lambda コンテナイメージをローカルでテストする
AWS Lambda Runtime Interface Emulator (RIE) は、Lambda ランタイム API のプロキシで、コンテナイ
メージとしてパッケージ化された Lambda 関数をローカルでテストできます。エミュレーターは、HTTP
リクエストを JSON イベントに変換して、コンテナイメージ内の Lambda 関数に渡す、軽量なウェブサー
バーです。
Lambda 用の AWS ベースイメージには、RIE コンポーネントが含まれます。代わりのベースイメージを
使用する場合は、イメージに RIE を追加せずにイメージをテストできます。RIE コンポーネントをベース
イメージ内にビルドすることもできます。AWS は、AWS GitHub リポジトリにオープンソースの RIE コ
ンポーネントを提供します。x86-64 アーキテクチャと arm64 アーキテクチャには個別の RIE コンポーネ
ントがあることに注意してください。
エミュレーターを使用して、関数コードが Lambda 環境と互換性があるかどうかをテストできます。ま
た、エミュレーターを使用して、Lambda 関数が正常に完了するまで実行され、期待通りの出力が得られ
るかどうかをテストします。コンテナイメージに拡張機能およびエージェントをビルドした場合は、エ
ミュレーターを使用すると、拡張機能とエージェントが Lambda Extensions API で正しく動作することを
テストできます。
RIE の使用方法の例については、AWS ブログの「Lambda のコンテナイメージのサポート」を参照してく
ださい。
トピック
• RIE 使用のガイドライン (p. 151)
• 環境変数 (p. 151)
• RIE が含まれているイメージをテストする (p. 152)
• ベースイメージに RIE を組み込む (p. 152)
• イメージに RIE を追加せずにイメージをテストする (p. 153)

RIE 使用のガイドライン
Runtime Interface Emulator を使用する場合は、次のガイドラインに注意してください。
• RIE は、Lambda のセキュリティと認証の設定や、Lambda オーケストレーションをエミュレートしま
せん。
• Lambda は、命令セットアーキテクチャごとにエミュレータを提供します。
• エミュレーターは、AWS X-Ray トレースや、その他の Lambda の統合をサポートしていません。

環境変数
Runtime Interface Emulator は、ローカルで実行しているイメージにある Lambda 関数の、環境変
数 (p. 172)のサブセットをサポートします。
関数でセキュリティ認証情報を使用する場合は、次の環境変数を設定して、認証情報を設定できます。
• AWS_ACCESS_KEY_ID
• AWS_SECRET_ACCESS_KEY
• AWS_SESSION_TOKEN
• AWS_REGION
関数のタイムアウトを設定するには、AWS_LAMBDA_FUNCTION_TIMEOUT を設定します。関数の実行を許
可する最大秒数を入力します。
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エミュレーターは、次の Lambda 環境変数を設定しません。ただし、Lambda サービスで関数を実行する
ときには、期待される値と一致するように設定できます。
• AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION
• AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME
• AWS_LAMBDA_FUNCTION_MEMORY_SIZE

RIE が含まれているイメージをテストする
Lambda の AWS ベースイメージには、Runtime Interface Emulator が含まれています。代わりのベースイ
メージに RIE を構築した後で、これらのステップを実行することもできます。

エミュレーターを使用して Lambda 関数をテストするには
1.

docker build コマンドを使用して、イメージをローカルにビルドします。
docker build -t myfunction:latest .

2.

docker run コマンドを使用して、コンテナイメージをローカルで実行します。
docker run -p 9000:8080

myfunction:latest

このコマンドはイメージをコンテナとして実行し、ローカルの localhost:9000/2015-03-31/
functions/function/invocations でエンドポイントを起動します 。
3.

新しいターミナルウィンドウから curl コマンドを使用して、次のエンドポイントにイベントをポス
トします。
curl -XPOST "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'

このコマンドは、コンテナイメージで実行されている Lambda 関数を呼び出し、応答を返します。

ベースイメージに RIE を組み込む
RIE をベースイメージに組み込むことができます。次のステップは、GitHub からローカルマシンに RIE を
ダウンロードし、Dockerfile を更新して RIE をインストールする方法を示しています。

イメージにエミュレーターを組み込むには
1.

スクリプトを作成し、プロジェクトディレクトリに保存します。スクリプトファイルの実行許可を設
定します。
スクリプトが AWS_LAMBDA_RUNTIME_API 環境変数の存在を確認したということは、ランタイム
API が存在していることを示します。ランタイム API が存在する場合、スクリプトがランタイムイン
ターフェイスクライアント (p. 150)を実行します。それ以外の場合、スクリプトは Runtime Interface
Emulator を実行します。
次の例は、典型的な Node.js 関数のスクリプトを示しています。
#!/bin/sh
if [ -z "${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}" ]; then
exec /usr/local/bin/aws-lambda-rie /usr/local/bin/npx aws-lambda-ric $@
else
exec /usr/local/bin/npx aws-lambda-ric $@
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fi

次の例は、典型的な Python 関数のスクリプトを示しています。
#!/bin/sh
if [ -z "${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}" ]; then
exec /usr/local/bin/aws-lambda-rie /usr/local/bin/python -m awslambdaric $@
else
exec /usr/local/bin/python -m awslambdaric $@
fi

2.

GitHub からプロジェクトディレクトリにターゲットアーキテクチャのランタイムインターフェイスエ
ミュレータをダウンロードします。Lambda は、命令セットアーキテクチャごとにエミュレータを提
供します。
• x86_64 — aws-lambda-rie をダウンロードします
• arm64 — aws-lambda-rie-arm64 をダウンロードします

3.

スクリプトをコピーし、エミュレータパッケージをインストールし、Dockerfile に次の行を追加し
て、新しいスクリプトを実行するようにENTRYPOINTを変更します。
デフォルトの x86-64 アーキテクチャを使用するには:
COPY ./entry_script.sh /entry_script.sh
ADD aws-lambda-rie-x86_64 /usr/local/bin/aws-lambda-rie
ENTRYPOINT [ "/entry_script.sh" ]

arm64 アーキテクチャを使用するには:
COPY ./entry_script.sh /entry_script.sh
ADD aws-lambda-rie-arm64 /usr/local/bin/aws-lambda-rie
ENTRYPOINT [ "/entry_script.sh" ]

4.

docker build コマンドを使用して、イメージをローカルにビルドします。
docker build -t myfunction:latest .

イメージに RIE を追加せずにイメージをテストする
ローカルマシンに Runtime Interface Emulator をインストールします。コンテナイメージを起動するとき
に、エミュレーターにエントリポイントを設定します。

イメージに RIE を追加せずにイメージをテストするには
1.

プロジェクトディレクトリから次のコマンドを実行して、GitHub から RIE (x86-64 アーキテクチャ)
をダウンロードし、ローカルマシンにインストールします。
mkdir -p ~/.aws-lambda-rie && curl -Lo ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie \
https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/
aws-lambda-rie \
&& chmod +x ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie

RIE for arm64 アーキテクチャをダウンロードするには、別の GitHub ダウンロード URL で前のコマ
ンドを使用します。
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https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/
aws-lambda-rie-arm64 \

2.

docker run コマンドを使用して Lambda 関数を実行します。
docker run -d -v ~/.aws-lambda-rie:/aws-lambda -p 9000:8080 \
--entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie hello-world:latest <image entrypoint> \
<(optional) image command>

このコマンドはイメージをコンテナとして実行し、ローカルの localhost:9000/2015-03-31/
functions/function/invocations でエンドポイントを起動します。
3.

curl コマンドを使用して、次のエンドポイントにイベントをポストします。
curl -XPOST "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'

このコマンドは、コンテナイメージで実行されている 関数を呼び出し、応答を返します。

前提条件
Lambda にコンテナイメージをデプロイするには、AWS CLI および Docker CLI が必要です。さらに、次
の各要件にも注意してください。
• コンテナイメージには、Lambda ランタイム API (p. 118) が実装されている必要があります。AWS
からの、オープンソースのランタイムインターフェイスクライアント (p. 150)には、この API が実装
されています。ランタイムインターフェイスクライアントを必要なベースイメージに追加すること
で、Lambda と互換性を持たせることができます。
• コンテナイメージは、読み取り専用のファイルシステム上で実行可能である必要があります。機能コー
ドは、512 MB から 10,240 MB の間で、1 MB 刻みで書き込み可能な /tmp ディレクトリにアクセスで
きます。
• デフォルトの Lambda ユーザーは、関数コードを実行するために必要なすべてのファイルを読み取るこ
とができる必要があります。Lambda は、最小特権のアクセス許可を持つデフォルトの Linux ユーザー
を定義することで、セキュリティのベストプラクティスに従います。ご自身のアプリケーションコード
が、外部の Linux ユーザーによる実行が制限されているファイルに依存していないことを確認します。
• Lambda では、Linux ベースのコンテナイメージのみがサポートされます。
• Lambda は、マルチアーキテクチャのベースイメージを提供します。ただし、関数用に構築するイメー
ジは、アーキテクチャの 1 つだけをターゲットにする必要があります。Lambda は、マルチアーキテク
チャのコンテナイメージを使用する関数をサポートしません。

イメージタイプ
AWS により提供されるベースイメージ、または Alpine や Debian などの代替ベースイメージを使用できま
す。Lambda では、次のいずれかのイメージマニフェストの形式に準拠するイメージをサポートしていま
す。
• Docker Image Manifest V2 Schema 2 (Docker バージョン 1.10 以降で使用)
• Open Container Initiative (OCI) 仕様 (v1.0.0 以降)
Lambda では、最大 10GB のイメージをサポートしています。
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コンテナツール
次のいずれかのコンテナイメージマニフェスト形式をサポートする開発ツールを使用して、コンテナイ
メージを作成することができます。
• Docker Image Manifest V2 Schema 2 (Docker バージョン 1.10 以降で使用)
• OCI Specifications (v1.0.0 以降)
例えば、Docker CLI を使用して、コンテナイメージをビルド、テスト、デプロイできます。

コンテナイメージの設定
Lambda では、Dockerfile 内の、次のコンテナイメージ設定がサポートされます。
• ENTRYPOINT － アプリケーションのエントリポイントへの絶対パスを指定します。
• CMD － ENTRYPOINT とともに渡すパラメータを指定します。
• WORKDIR － 作業ディレクトリへの絶対パスを指定します。
• ENV － Lambda 関数の環境変数を指定します。

Note
Lambda では、Dockerfile でサポートされていないコンテナイメージ設定の値は無視されます。
Docker によるコンテナイメージの使用の詳細については、Docker ドキュメント Web サイトの Dockerfile
リファレンスで、「ENTRYPOINT」を参照してください。ENTRYPOINT と CMD の使用の詳細について
は、AWS Open Source Blog の、「Docker での ENTRYPOINT と CMD を紐解く」を参照してください。
イメージをビルドする際に、Dockerfile 内のコンテナイメージ設定を指定できます。コンソールまたは
Lambda API を使用して、これらの設定をオーバーライドすることもできます。設定をオーバーライドす
ることで、同じコンテナイメージを使用しながら、ランタイム構成が異なる複数の関数をデプロイできる
ようになります。

Warning
Dockerfile 内で、あるいははオーバーライドしながら ENTRYPOINT または CMD を指定する場合
は、絶対パスのみを使用します。また、コンテナへのエントリポイントの指定には、シンボリッ
クリンクを使用しないでください。

AWS ベースイメージからのイメージの作成
新しい Lambda 関数のコンテナイメージのビルドは、Lambda 用の AWS ベースイメージを使用して開始
します。Lambda には 2 種類のベースイメージがあります。
• マルチアーキテクチャのベースイメージ
メインイメージタグ (python:3.9またはjava:11など) の 1 つを指定して、このタイプのイメージを選
択します。
• アーキテクチャ固有のベースイメージ
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アーキテクチャサフィックスを持つイメージタグを指定します。たとえば、3.9-arm64を指定し
て、Python 3.9 の arm64 ベースイメージを選択します。
また、別のコンテナレジストリの代替ベースイメージを使用することもできます (p. 157)。Lambda で
は、Lambda との互換性を確保するために代替のベースイメージに追加する、オープンソースのランタイ
ムインターフェースクライアントが提供されています。

Note
AWS では、Lambda 用の AWS ベースイメージの更新を定期的に実施しています。Dockerfile の
FROM プロパティにイメージ名が含まれている場合、Docker クライアントは Amazon ECR リポ
ジトリから最新バージョンのイメージを取り出します。更新されたベースイメージを使用するに
は、コンテナイメージを再ビルドして、関数のコードを更新 (p. 145)する必要があります。

AWS ベースイメージから Lambda のイメージを作成するには
1.

ローカルマシンで、新しい関数のプロジェクトディレクトリを作成します。

2.

プロジェクトディレクトリに app という名前のディレクトリを作成し、そのディレクトリに、関数の
ハンドラーコードを追加します。
テキストエディタを使用して、新しい Dockerfile を作成します。

3.

AWS ベースイメージには、次のような環境変数が含まれています。
• LAMBDA_TASK_ROOT=/var/task
• LAMBDA_RUNTIME_DIR=/var/runtime
関数ハンドラの横にある ${LAMBDA_TASK_ROOT} ディレクトリに依存関係をインストールして、関
数の呼び出し時に Lambda ランタイムがそれらの依存関係を検索できるようにします。
次に、Node.js、Python、および Ruby 用の Dockerfile の例を示します。
Node.js 14
FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:14
# Assumes your function is named "app.js", and there is a package.json file in the
app directory
COPY app.js package.json ${LAMBDA_TASK_ROOT}
# Install NPM dependencies for function
RUN npm install
# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override outside
of the Dockerfile)
CMD [ "app.handler" ]

Python 3.8
FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.8
# Copy function code
COPY app.py ${LAMBDA_TASK_ROOT}
# Install the function's dependencies using file requirements.txt
# from your project folder.
COPY requirements.txt .
RUN pip3 install -r requirements.txt --target "${LAMBDA_TASK_ROOT}"
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# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override outside
of the Dockerfile)
CMD [ "app.handler" ]

Ruby 2.7
FROM public.ecr.aws/lambda/ruby:2.7
# Copy function code
COPY app.rb ${LAMBDA_TASK_ROOT}
# Copy dependency management file
COPY Gemfile ${LAMBDA_TASK_ROOT}
# Install dependencies under LAMBDA_TASK_ROOT
ENV GEM_HOME=${LAMBDA_TASK_ROOT}
RUN bundle install
# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override outside
of the Dockerfile)
CMD [ "app.LambdaFunction::Handler.process" ]

4.

docker build コマンドを使用して Docker イメージをビルドします。イメージの名前を入力しま
す。次の例では、イメージに hello-world という名前を付けています。
docker build -t hello-world .

5.

docker run コマンドを使用して Docker イメージを起動します。この例では、イメージ名として
hello-world を入力します。
docker run -p 9000:8080 hello-world

6.

(オプション) ランタイムインターフェイスエミュレータ (p. 151)を使用して、アプリケーションを
ローカルでテストします。新しいターミナルウィンドウから curl コマンドを使用して、次のエンド
ポイントにイベントをポストします。
curl -XPOST "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'

このコマンドは、コンテナイメージで実行されている 関数を呼び出し、応答を返します。

代替ベースイメージからのイメージの作成
前提条件
• AWS CLI
• Docker デスクトップ
• 関数コード

代替のベースイメージを使用してイメージを作成するには、
1.

ベースイメージを選択します。ベースイメージを選択します。Lambda で
は、Alpine、Debian、Ubuntu など、すべての Linux ディストリビューションがサポートされていま
す。

2.

ローカルマシンで、新しい関数のプロジェクトディレクトリを作成します。
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3.

プロジェクトディレクトリに app という名前のディレクトリを作成し、そのディレクトリに、関数の
ハンドラーコードを追加します。

4.

テキストエディタを使用して、次の構成で新しい Dockerfile を作成します。
• FROM プロパティにベースイメージの URI を設定します。
• ランタイムインターフェイスクライアントのインストール手順を追加します。
• ランタイムインターフェイスクライアントを呼び出すように、ENTRYPOINT プロパティーを設定し
ます。
• CMD 引数により、Lambda 関数ハンドラを指定します。
次に、Python 用の Dockerfile の例を示します。
# Define function directory
ARG FUNCTION_DIR="/function"
FROM python:buster as build-image
# Install aws-lambda-cpp build dependencies
RUN apt-get update && \
apt-get install -y \
g++ \
make \
cmake \
unzip \
libcurl4-openssl-dev
# Include global arg in this stage of the build
ARG FUNCTION_DIR
# Create function directory
RUN mkdir -p ${FUNCTION_DIR}
# Copy function code
COPY app/* ${FUNCTION_DIR}
# Install the runtime interface client
RUN pip install \
--target ${FUNCTION_DIR} \
awslambdaric
# Multi-stage build: grab a fresh copy of the base image
FROM python:buster
# Include global arg in this stage of the build
ARG FUNCTION_DIR
# Set working directory to function root directory
WORKDIR ${FUNCTION_DIR}
# Copy in the build image dependencies
COPY --from=build-image ${FUNCTION_DIR} ${FUNCTION_DIR}
ENTRYPOINT [ "/usr/local/bin/python", "-m", "awslambdaric" ]
CMD [ "app.handler" ]

5.

docker build コマンドを使用して Docker イメージをビルドします。イメージの名前を入力しま
す。次の例では、イメージに hello-world という名前を付けています。
docker build -t hello-world .

6.

(オプション) ランタイムインターフェイスエミュレータ (p. 151)を使用して、アプリケーションを
ローカルでテストします。
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Amazon ECR リポジトリへのイメージのアップ
ロード
以下のコマンドで、123456789012 は AWS アカウント ID に置き換え、リージョン値には、Amazon
ECR リポジトリを作成するリージョンを指定します。

Note
Amazon ECR では、イメージタグを別のイメージに再割り当てしても、Lambda はイメージの
バージョンを更新しません。
1.

Amazon ECR レジストリに対し、Docker CLI を認証します。
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --passwordstdin 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

2.

create-repository コマンドを使用して、Amazon ECR にリポジトリを作成します。
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --image-scanning-configuration
scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE

3.

リポジトリ名と一致するタグをイメージに付け、docker push コマンドを使用してそのイメージを
Amazon ECR にデプロイします。
docker tag hello-world:latest 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/helloworld:latest
docker push 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest

これで、Amazon ECR コンテナイメージがコンテナレジストリに格納されたので、Lambda 関数を作成し
て実行 (p. 140)できます。

AWS SAM ツールキットを使用してイメージを作成
する
AWS Serverless Application Model( AWS SAM) ツールキットを使用して、コンテナイメージとして定義さ
れた関数の作成とデプロイが可能です。新しいプロジェクトの場合、AWS SAM CLI の init コマンドに
より、必要なランタイムを使用しながらプロジェクトの足場を構築できます。
AWS SAM テンプレートの中で、Runtime タイプに Image を設定した上で、ベースイメージの URI を指
定します。
詳細については、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドの「アプリケーションの構築」
を参照してください。
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AWS Lambda 関数の設定
AWS Lambda API またはコンソールを使用して、関数を作成し、関数の設定を構成できます。関数を作成
するときに、関数のデプロイパッケージタイプを選択します。デプロイパッケージタイプを後で変更する
ことはできません。関数を作成するワークフローは、コンテナイメージ (p. 140)としてデプロイされた関
数の場合と .zip ファイルアーカイブ (p. 136)としてデプロイされた関数の場合とで異なります。
関数を作成した後、アクセス許可、環境変数、タグ、レイヤーなど、多くの関数の機能とオプショ
ン (p. 167)の設定を構成できます。
関数コードの外でシークレットを保持するには、関数の設定にシークレットを保存し、初期化時に実行環
境から読み取ることができます。環境変数 (p. 172)は、保管時に必ず暗号化されます。また、クライアン
ト側でも暗号化できます。外部リソースの接続文字列、パスワード、エンドポイントを削除することによ
り、環境変数を使用して、関数コードを移植可能にすることができます。
バージョンとエイリアス (p. 179)は、関数のデプロイおよび呼び出しを管理するために作成できるセカン
ダリリソースです。関数の各種バージョン (p. 179)を発行してそのコードおよび設定を、変更できない別
個のリソースとして保存し、特定のバージョンを参照するエイリアス (p. 181)を作成します。その後、関
数エイリアスを呼び出すようクライアントを設定し、クライアントを更新するのではなく、クライアント
が新しいバージョンをポイントするようにするときにエイリアスを更新します。
ライブラリやその他の依存関係を関数に追加する際、デプロイパッケージを作成してアップロードする
と、開発に遅延が生じる可能性があります。レイヤー (p. 161)を使用して関数の依存関係を個別に管理
し、デプロイパッケージを小さく保ちます。レイヤーを使用して、独自のライブラリを他の顧客と共有し
たり、公開されているレイヤーを自分の関数で使用することもできます。
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Lambda レイヤーの作成と共有
Lambda レイヤー (p. 14)は、Lambda 関数で使用できるライブラリとその他の依存関係をパッケージ化す
るための便利な方法を提供します。レイヤーを使用することで、アップロードされたデプロイメントアー
カイブのサイズを削減し、コードをデプロイするスピードを速めることができます。
レイヤーは、追加のコードまたはデータを含むことができる .zip ファイルアーカイブです。レイヤーに
は、ライブラリ、 カスタムランタイム (p. 93)、データ、または設定ファイルを含めることができます。
レイヤーを使用すると、コードの共有と責任の分離を促進し、ビジネスロジックの記述をより迅速に繰り
返すことができます。
レイヤーは、.zip ファイルアーカイブとしてデプロイされた (p. 36) Lambda 関数でのみ使用できます。コ
ンテナイメージとして定義された (p. 148)関数では、コンテナイメージの作成時に、優先ランタイムとす
べてのコード依存関係をパッケージ化します。詳細については、AWS コンピューティングブログの「コン
テナイメージの Lambda レイヤーと拡張機能を使用する」を参照してください。
レイヤーの作成には、Lambda コンソール、Lambda API、AWS CloudFormation、または AWS Serverless
Application Model (AWS SAM) を使用できます。AWS SAM を使用してキーを作成する方法の詳細につい
ては、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドの「レイヤーを使用する」を参照してくだ
さい。

Note
Node.js ランタイムについては、Lambda は現在、レイヤーでの ES モジュールの依存関係をサ
ポートしていません。
セクション
• レイヤーコンテンツを作成する (p. 161)
• レイヤーの .zip ファイルアーカイブのコンパイル (p. 161)
• ライブラリの依存関係をレイヤーに含める (p. 162)
• 言語固有の手順 (p. 163)
• レイヤー作成 (p. 164)
• レイヤーバージョンの削除 (p. 165)
• レイヤー権限の設定 (p. 165)
• AWS CloudFormation を使用したレイヤー (p. 165)

レイヤーコンテンツを作成する
レイヤーを作成するときは、そのすべてのコンテンツを .zip ファイルアーカイブにバンドルする必要があ
ります。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) またはローカルマシンから、レイヤーに .zip ファ
イルのアーカイブをアップロードします。Lambda は、関数の実行環境を設定する際に、レイヤーの内容
を /opt ディレクトリに抽出します。

レイヤーの .zip ファイルアーカイブのコンパイル
関数のデプロイパッケージと同じ手順を使用して、レイヤーコードを .zip ファイルアーカイブに構築しま
す。レイヤー にネイティブコードライブラリが含まれている場合は、Linux 開発マシンを使用してこれら
のライブラリをコンパイルしてビルドし、バイナリを Amazon Linux (p. 84) と互換性を持たせる必要があ
ります。
レイヤーを作成するときに、レイヤーにいずれかの命令セットアーキテクチャと互換性を持たせるかどう
かを指定できます。特定のコンパイルフラグを設定して、arm64アーキテクチャと互換性のあるレイヤー
を構築する必要があります。
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Lambda でライブラリを正しくパッケージ化する方法の 1 つは、AWS Cloud9 を使用することです。詳細
については、AWS Compute Blog の「Lambda レイヤーを使用して開発プロセスを簡素化する」を参照し
てください。

ライブラリの依存関係をレイヤーに含める
Lambda ランタイム (p. 84)ごとに、PATH 変数に /opt ディレクトリ内の特定のフォルダが含まれます。
レイヤー .zip ファイルアーカイブに同じフォルダ構造を定義すると、関数コードはパスを指定しなくて
も、レイヤーコンテンツにアクセスできます。
次の表に、各ランタイムがサポートするフォルダパスを示します。

各 Lambda ランタイムのレイヤーパス
実行時間

パス

Node.js

nodejs/node_modules
nodejs/node14/node_modules (NODE_PATH)

Python

python
python/lib/python3.9/site-packages (サ
イトディレクトリ)

Java

java/lib (CLASSPATH)

Ruby

ruby/gems/2.7.0 (GEM_PATH)
ruby/lib (RUBYLIB)

すべてのランタ
イム

bin (PATH)
lib (LD_LIBRARY_PATH)

次の例は、レイヤーの .zip アーカイブでフォルダを設定する方法を示しています。
Node.js

Example Node.js 用の AWS X-Ray SDK のファイル構造
xray-sdk.zip
# nodejs/node_modules/aws-xray-sdk

Python

Example Pillow ライブラリ用のファイル構造
pillow.zip
# python/PIL
# python/Pillow-5.3.0.dist-info

Ruby

Example JSON gem のファイル構造
json.zip
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# ruby/gems/2.5.0/
| build_info
| cache
| doc
| extensions
| gems
| # json-2.1.0
# specifications
# json-2.1.0.gemspec

Java

Example Jackson JAR ファイルのファイル構造
jackson.zip
# java/lib/jackson-core-2.2.3.jar

All

Example JQ ライブラリのファイル構造
jq.zip
# bin/jq

Lambda 実行環境のパス設定の詳細については、「定義されたランタイム環境変数 (p. 175)」を参照して
ください。

言語固有の手順
.zip ファイルアーカイブの作成方法に関する言語固有の手順については、以下のトピックを参照してくだ
さい。
Node.js
.zip ファイルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297)
Python
.zip ファイルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339)
Ruby
.zip ファイルアーカイブで Ruby Lambda 関数をデプロイする (p. 368)
Java
.zip または JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397)
Go
.zip ファイルアーカイブを使用して Go Lambda 関数をデプロイする (p. 439)
C#
.zip ファイルアーカイブを使用して C# Lambda 関数をデプロイする (p. 470)
PowerShell
.zip ファイルアーカイブを使用した PowerShell Lambda 関数のデプロイする (p. 496)
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レイヤー作成
Lambda コンソールまたは Lambda API を使用して新しいレイヤーを作成できます。
レイヤーには、1 つまたは複数のバージョンを指定できます。レイヤーを作成すると、Lambda はレイ
ヤーのバージョンをバージョン 1 に設定します。既存のレイヤーバージョンに対して権限を設定できます
が、コードを更新したり、その他の設定変更を行うには、レイヤーの新しいバージョンを作成する必要が
あります。

レイヤーを作成するには (コンソール)
1.

Lambda コンソールの [Layers (レイヤー)] ページを開きます。

2.

[Create layer] (レイヤーの作成) を選択します。

3.

[ レイヤー設定 ] の [ 名前 ] に、レイヤーの名前を入力します。

4.

(オプション) [Description] (説明) で、レイヤーの説明を入力します。

5.

レイヤーコードをアップロードするには、次のいずれかを実行します。
•

コンピューターから .zip ファイルをアップロードするには、[ .zip ファイルをアップロード ] を選
択します。[Upload] (アップロード) を選択して、ローカルの .zip ファイルを選択します。

•

Amazon S3 からファイルをアップロードするには、[Upload a file from Amazon S3] (Amazon S3
からファイルをアップロードする) を選択します。その後、[Amazon S3 link URL] (Amazon S3 の
リンク URL) で、ファイルへのリンクを入力します。

6.

(オプション) 互換性のある命令セットアーキテクチャで、1 つまたは両方の値を選択します。

7.

(オプション) [Compatible runtimes] (互換性のあるランタイム) で、最大 15 回のランタイムを選択しま
す。

8.

(オプション) [License] (ライセンス) で、必要なライセンス情報を入力します。

9.

[Create] を選択します。

レイヤーを作成するには (API)
レイヤーを作成するには、名前、説明、.zip ファイルアーカイブ、およびレイヤーと互換性のあるランタ
イム (p. 84)とアーキテクチャのリストを備えたpublish-layer-versionコマンドを使用します。ランタイムお
よびアーキテクチャのパラメータはオプションです。
aws lambda publish-layer-version --layer-name my-layer --description "My layer"
--license-info "MIT" --content S3Bucket=lambda-layers-useast-2-123456789012,S3Key=layer.zip \
--compatible-runtimes python3.6 python3.7 python3.8
--compatible-architectures "arm64" "x86_64"

\

次のような出力が表示されます。
{

"Content": {
"Location": "https://awslambda-us-east-2-layers.s3.us-east-2.amazonaws.com/
snapshots/123456789012/my-layer-4aaa2fbb-ff77-4b0a-ad92-5b78a716a96a?
versionId=27iWyA73cCAYqyH...",
"CodeSha256": "tv9jJO+rPbXUUXuRKi7CwHzKtLDkDRJLB3cC3Z/ouXo=",
"CodeSize": 169
},
"LayerArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer",
"LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer:1",
"Description": "My layer",
"CreatedDate": "2018-11-14T23:03:52.894+0000",
"Version": 1,
"CompatibleArchitectures": [
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"arm64",
"x86_64"

}

],
"LicenseInfo": "MIT",
"CompatibleRuntimes": [
"python3.6",
"python3.7",
"python3.8"
]

Note
publish-layer-version を呼び出すたびに、レイヤーの新しいバージョンを作成します。

レイヤーバージョンの削除
レイヤーバージョンを削除するには、delete-layer-version コマンドを使用します。
aws lambda delete-layer-version --layer-name my-layer --version-number 1

レイヤーバージョンを削除すると、そのバージョンを使用する Lambda 関数を設定できなくなります。
ただし、該当バージョンをすでに使用している関数は引き続きそのバージョンにアクセスできます。バー
ジョン番号はレイヤー名には再利用されません。

レイヤー権限の設定
デフォルトでは、作成したレイヤーは AWS アカウントに対してプライベートになります。ただし、必要
に応じて、レイヤーを他のアカウントと共有したり、パブリックにしたりできます。
レイヤーの使用に関するアクセス許可を別のアカウントに付与するには、add-layer-version-permission コ
マンドを使用して、ステートメントをレイヤーバージョンのアクセス許可ポリシーに追加します。アクセ
ス許可は、各ステートメントで、1 つのアカウント、すべてのアカウント、または組織に付与することが
できます。
aws lambda add-layer-version-permission --layer-name xray-sdk-nodejs --statement-id
xaccount \
--action lambda:GetLayerVersion --principal 111122223333 --version-number 1 --output text

次のような出力が表示されます。

e210ffdc-e901-43b0-824b-5fcd0dd26d16
{"Sid":"xaccount","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"arn:aws:iam::111122223333:root"},"Action":"lambda:GetLayerVersion","Resource":"arn:aws:lambda:u
east-2:123456789012:layer:xray-sdk-nodejs:1"}

アクセス許可は、単一レイヤーバージョンにのみ適用されます。新しいレイヤーバージョンを作成するた
びに、この手順を繰り返します。
その他の例については、「他のアカウントへのアクセス権をレイヤーに付与する (p. 73)」を参照してくだ
さい。

AWS CloudFormation を使用したレイヤー
AWS CloudFormation を使用してレイヤーを作成し、そのレイヤーを Lambda 関数に関連付けることがで
きます。次のテンプレートの例では、blank-nodejs-lib という名前のレイヤーを作成し、レイヤープロパ
ティを使用してそのレイヤーを Lambda 関数にアタッチします。
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AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Description: A Lambda application that calls the Lambda API.
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs12.x
CodeUri: function/.
Description: Call the Lambda API
Timeout: 10
# Function's execution role
Policies:
- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWSXrayWriteOnlyAccess
Tracing: Active
Layers:
- !Ref libs
libs:
Type: AWS::Lambda::LayerVersion
Properties:
LayerName: blank-nodejs-lib
Description: Dependencies for the blank sample app.
Content:
S3Bucket: my-bucket-region-123456789012
S3Key: layer.zip
CompatibleRuntimes:
- nodejs12.x
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Lambda 関数オプションの設定
関数を作成したら、トリガー、ネットワークアクセス、ファイルシステムアクセスなどの、関数の追加機
能を設定できます。また、メモリや並行処理など、関数に関連のあるリソースも調整できます。これらの
設定は、.zip ファイルアーカイブとして定義された関数と、コンテナイメージとして定義された関数に適
用されます。
また、コンソールを使用してテストイベントを作成および編集し、関数をテストすることもできます。
関数設定のベストプラクティスについては、「Function Configuration (p. 815)」を参照してください。
セクション
• 関数のバージョン (p. 167)
• 関数の概要を使用する (p. 167)
• 関数の設定 (コンソール)

(p. 168)

• 関数の設定 (API) (p. 139)
• 関数メモリの設定 (コンソール) (p. 169)
• エフェメラルストレージの設定 (コンソール) (p. 169)
• 関数のメモリーの推奨事項を受け入れる (コンソール) (p. 170)
• トリガーの設定 (コンソール) (p. 170)
• 関数のテスト (コンソール) (p. 170)

関数のバージョン
関数には未公開バージョンがあり、公開バージョンやエイリアスを持つことができます。デフォルトで
は、コンソールには未公開バージョンの関数の設定情報が表示されます。関数のコードと設定を更新する
場合に、未公開バージョンを変更します。
公開バージョンは、変更できない関数コードと設定のスナップショットです (プロビジョニングされた同
時実行数など、関数のバージョンに関連するいくつかの設定項目を除く)。

関数の概要を使用する
[関数の概要] には、関数とその上流および下流リソースが視覚的に表示されます。これを使用して、トリ
ガーおよび送信先設定にジャンプできます。これを使用して、.zip ファイルアーカイブとして定義された
関数のレイヤー設定にジャンプできます。
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関数の設定 (コンソール)
次の関数の設定では、未公開バージョンの関数に対してのみ設定を変更できます。コンソールで、関数の
[Configuration] (設定) タブには、次のセクションがあります。
• 一般的な設定 － メモリ (p. 169)の設定や、AWS Compute Optimizer (p. 170) へのオプトインを行い
ます。関数のタイムアウトと実行ロールを設定することもできます。
• アクセス許可 — 実行ロールおよびその他のアクセス許可 (p. 52)を設定します。
• 環境変数 － Lambda で実行環境に設定するキーと値のペア。コードを使用せずに関数の設定を拡張する
には、環境変数を使用 (p. 172)します。
• タグ － Lambda が関数のリソースにアタッチするキーと値のペア。タグを使用 (p. 222)して、Lambda
コンソールでコストレポートとフィルタ処理を行うための Lambda 関数をグループにまとめます。
タグは、関数全体 (すべてのバージョンとエイリアス) に適用されます。
• Virtual Private Cloud (VPC) － インターネット経由で利用できないリソースにネットワークアクセスが
必要な場合は、Virtual Private Cloud (VPC) に接続するように設定 (p. 197)します。
• モニタリングモニタリングおよびオペレーションツール — CloudWatch やその他モニタリングツールの
設定を行います。
• 同時実行数 － 関数の同時実行数を予約 (p. 186)して、関数の最大同時実行数を設定します。同時実行
数をプロビジョニングして、レイテンシーの変動なしに関数を拡張できるようにします。予約済同時実
行数は、関数全体 (すべてのバージョンとエイリアスを含む) に適用されます。
• 関数 URL – 関数 URL (p. 266) を設定して、一意の HTTP エンドポイントを Lambda 関数に追加しま
す。関数 URL は、未公開関数の $LATEST バージョンまたは任意の関数エイリアスに対し設定すること
ができます。
関数、関数のバージョン、またはエイリアスに対して、次のオプションを設定できます。
• トリガー — トリガー (p. 170)を設定します。
• 送信先 — 非同期呼び出しの送信先 (p. 237)を設定します。
• 非同期呼び出し － エラー処理の動作を設定 (p. 235)して、Lambda が試行する再試行回数や、Lambda
がイベントを破棄するまでに未処理のイベントがキューにとどまる時間を減らします。廃棄されたイベ
ントを保持するようにデッドレターキューを設定 (p. 241)します。
• コード署名 - 関数でコード署名 (p. 218)を使用するには、コード署名設定を含めるように関数を設定し
ます。
• データベースプロキシ － Amazon RDS DB インスタンスまたはクラスターを使用する関数のデータベー
スプロキシを作成 (p. 208)します。
• ファイルシステム — 関数をファイルシステム (p. 213)に接続します。
• ステートマシン - ステートマシンを使用して関数をオーケストレーションし、関数にエラー処理を適用
します。
コンソールには、エイリアスとバージョンを設定するための個別のタブがあります。
• エイリアス — エイリアスは、関数のバージョンにマッピングする名前付きリソースです。エイリアスを
変更して、別の関数のバージョンにマッピングできます。
• バージョン — Lambda は、関数を公開するたびに新しいバージョン番号を割り当てます。バージョン管
理の詳細については、「Lambda 関数のバージョン (p. 179)」を参照してください。
公開済みの関数のバージョンには、次の項目を設定できます。
• トリガー
• 送信先
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• プロビジョニングされた同時実行数
• 非同期呼び出し
• データベースプロキシ

関数の設定 (API)
Lambda API で関数を設定するには、次のアクションを使用します。
• UpdateFunctionCode (p. 1124) － 関数のコードを更新します。
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134) － バージョン固有の設定を更新します。
• TagResource (p. 1103) － 関数にタグ付けします。
• AddPermission (p. 915) － 関数、バージョン、エイリアスのリソースベースのポリシー (p. 69)を変更
します。
• PutFunctionConcurrency (p. 1088) － 予約済みの関数の同時実行数を設定します。
• PublishVersion (p. 1077) － 現在のコードと設定を使用して、変更不可のバージョンを作成します。
• CreateAlias (p. 920) － 関数のバージョンのエイリアスを作成します。
• PutFunctionEventInvokeConfig － 非同期呼び出しのエラー処理を設定します。
• CreateFunctionUrlConfig – 関数 URL 設定を作成します。
• UpdateFunctionUrlConfig – 既存の関数 URL 設定を更新します。

関数メモリの設定 (コンソール)
Lambda は、設定されたメモリの量に比例して CPU パワーを割り当てます。メモリは、実行時に Lambda
関数で使用できるメモリの量です。[メモリ (MB)] 設定を使用して、関数に割り当てられたメモリと CPU
パワーを増減できます。関数のメモリを設定する際は、128 MB～10,240 MB の値を 1 MB 単位で設定しま
す。1,769 MB の場合、1 つの vCPU (1 秒あたりのクレジットの 1 vCPU 秒分) に相当します。
関数のメモリは Lambda コンソールで設定できます。

関数のメモリ割り当てを変更するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

関数の設定ページの [General configuration] (全般設定) ペインで、[Edit] (編集) を選択します。

4.

[メモリ (MB)] に、128 MB から 10,240 MB の値を設定します。

5.

[Save] を選択します。

エフェメラルストレージの設定 (コンソール)
デフォルトでは、Lambda は関数の /tmp ディレクトリに 512 MB を割り当てます。[Ephemeral storage
(MB)] (エフェメラルストレージ (MB)) 設定を使用して、この量を増減できます。関数の /tmp ディレクトリ
のサイズを設定するには、整数値を 512 MB から 10,240 MB の間で、1 MB 刻みで設定します。

Note
デフォルトの 512 MB を超えるエフェメラルストレージを設定すると、コストが発生します。詳
細については、「Lambda pricing」を参照してください。
関数の /tmp ディレクトリのサイズは Lambda コンソールで設定できます。
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関数の /tmp ディレクトリのサイズを更新するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.

関数を選択します。
関数の設定ページの [General configuration] (全般設定) ペインで、[Edit] (編集) を選択します。

4.

[Ephemeral storage (MB)] (エフェメラルストレージ (MB)) に、512～10,240 MB の範囲で値を設定し
ます。

5.

[Save] を選択します。

関数のメモリーの推奨事項を受け入れる (コンソール)
AWS Identity and Access Management (IAM) での管理者権限がある場合は、Lambda 関数のメモリ設定に
関する推奨事項を、AWS Compute Optimizer から受け取るようにオプトインできます。アカウントまた
は組織でメモリの推奨事項にオプトインする手順については、AWS Compute Optimizer ユーザーガイドの
「アカウントにオプトインする」を参照してください。

Note
Compute Optimizer は x86_64 アーキテクチャを使用する関数のみをサポートします。
オプトインが完了しており、Lambda 関数が Compute Optimizer の要件を満たしている場合は、Compute
Optimizer からの関数のメモリに関する推奨事項を Lambda コンソールで表示したり、受け入れたりする
ことができます。

関数のメモリーに関する推奨を受け入れるには、
1.
2.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
関数を選択します。

3.
4.

関数の設定ページの [General configuration] (全般設定) ペインで、[Edit] (編集) を選択します。
[メモリ (MB)] の下にある [メモリの警告] で、[更新] をクリックします。

5.

[Save] を選択します。

トリガーの設定 (コンソール)
他の AWS のサービスで、指定したイベントが発生するたびに関数をトリガーするように設定できます。
サービスで Lambda 関数をトリガーする方法の詳細については、「他のサービスで AWS Lambda を使用
する (p. 509)」を参照してください。

関数にトリガーを追加するには
1.
2.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
対象の関数を選択します。

3.
4.

[機能の概要] で、[トリガーを追加] を選択します。
トリガーのドロップダウンリストから、トリガーを選択します。このトリガーに必要な追加の設定
フィールドがコンソールに表示されます。

5.

[Add] (追加) を選択します。

関数のテスト (コンソール)
[Test] (テスト) タブから、関数のテストイベントを作成できます。詳細については、コンソールで Lambda
関数のテストを参照してください。
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保存する前に [テスト] を選択して、テストイベントを保存せずに関数を呼び出すことができます。これに
より、Lambda がセッション期間中に維持する未保存のテストイベントが作成されます。未保存のテスト
イベントには、[テスト] または [コード] タブからアクセスできます。
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AWS Lambda 環境変数の使用
環境変数を使用すると、コードを更新せずに関数の動作を調整できます。環境変数は、関数のバージョン
固有の設定に保存される文字列のペアです。Lambda ランタイムは、環境変数をコードで使用できるよう
にし、関数と呼び出しリクエストに関する情報を含む追加の環境変数を設定します。

Note
データベースのセキュリティを強化するには、環境変数の代わりに AWS Secrets Manager を使
用してデータベースの認証情報を保存することをお勧めします。詳細については、Lambda 関数
のデータベースアクセスの設定を参照してください。
環境変数は、関数呼び出しの前には評価されません。定義した値はリテラル文字列とみなされ、展開され
ません。関数コードで変数の評価を実行します。
セクション
• 環境変数の設定 (p. 172)
• API を使用した環境変数の設定 (p. 172)
• 環境変数のシナリオ例 (p. 173)
• 環境変数の取得 (p. 174)
• 定義されたランタイム環境変数 (p. 175)
• 環境変数の保護 (p. 176)
• サンプルコードとテンプレート (p. 178)

環境変数の設定
環境変数は、関数の未公開バージョンで定義します。バージョンを公開するとき、他のバージョン固有の
設定 (p. 167)とともに、そのバージョンの環境変数がロックされます。
関数の環境変数を作成するには、キーと値を定義します。関数は、キーの名前を使用して、環境変数の値
を取得します。

Lambda コンソールで環境変数を設定するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.
4.

関数を選択します。
[Configuration] (設定) を選択してから、[Environment variables] (環境変数) を選択します。
[環境変数] で、[編集] を選択します。

5.
6.

[環境変数の追加] を選択します
キーと値を入力します。

要件

7.

• キーは文字で始まり、少なくとも 2 文字です。
• キーには、文字、数字、およびアンダースコア (_) のみを含める。
• キーは Lambda によって予約 (p. 175)されていない。
• すべての環境変数の合計サイズは 4 KB を超えない。
[Save] を選択します。

API を使用した環境変数の設定
AWS CLI または AWS SDK で環境変数を管理するには、以下の API オペレーションを使用します。
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• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• GetFunctionConfiguration (p. 1001)
• CreateFunction (p. 938)
次の例では、my-function という名前の関数に 2 つの環境変数を設定します。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--environment "Variables={BUCKET=my-bucket,KEY=file.txt}"

update-function-configuration コマンドを使用して環境変数を適用すると、Variables 構造体の
内容全体が置き換えられます。新しい環境変数を追加するときに既存の環境変数を保持するには、リクエ
ストに既存の値をすべて含めます。
現在の設定を取得するには、get-function-configuration コマンドを使用します。
aws lambda get-function-configuration --function-name my-function

次のような出力が表示されます。
{

}

"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "nodejs16.x",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Environment": {
"Variables": {
"BUCKET": "my-bucket",
"KEY": "file.txt"
}
},
"RevisionId": "0894d3c1-2a3d-4d48-bf7f-abade99f3c15",
...

設定の読み取り時と更新時の間で値が変わらないようにするには、get-function-configuration の
出力のリビジョン ID をパラメータとして update-function-configuration に渡します。
関数の暗号化キーを設定するには、KMSKeyARN オプションを設定します。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--kms-key-arn arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/055efbb4-xmpl-4336ba9c-538c7d31f599

環境変数のシナリオ例
環境変数を使用して、テスト環境および本番環境における関数の動作をカスタマイズできます。例えば、
同じコードでも設定が異なる 2 つの関数を作成できます。1 つの関数はテストデータベースに接続し、も
う 1 つはプロダクションデータベースに接続します。この状況では、環境変数を使用して、データベース
のホスト名とその他の接続の詳細を関数に伝えます。
次の例は、データベースホストとデータベース名を環境変数として定義する方法を示しています。
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テスト環境で本番環境よりも多くのデバッグ情報を生成する場合は、環境変数を設定して、より詳細なロ
グ記録またはトレースを使用するようにテスト環境を設定できます。

環境変数の取得
関数コード内の環境変数を取得するには、プログラミング言語の標準メソッドを使用します。
Node.js
let region = process.env.AWS_REGION

Python
import os
region = os.environ['AWS_REGION']

Note
場合によっては、次の形式の使用が必要になる場合があります。
region = os.environ.get('AWS_REGION')

Ruby
region = ENV["AWS_REGION"]

Java
String region = System.getenv("AWS_REGION");

Go
var region = os.Getenv("AWS_REGION")

C#
string region = Environment.GetEnvironmentVariable("AWS_REGION");

PowerShell
$region = $env:AWS_REGION
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Lambda は、環境変数を保管時に暗号化して安全に保存します。別の暗号化キーを使用 (p. 176)した
り、クライアント側で環境変数値を暗号化したり、AWS CloudFormation テンプレートで AWS Secrets
Manager を使用して環境変数を設定したりするように Lambda を設定できます。

定義されたランタイム環境変数
Lambda ランタイム (p. 84)は、初期化中にいくつかの環境変数を設定します。ほとんどの環境変数は、関
数またはランタイムに関する情報を提供します。これらの環境変数のキーは予約済みであるため、関数設
定では設定できません。

予約済み環境変数
• _HANDLER － 関数に設定されているハンドラの場所。
• _X_AMZN_TRACE_ID － X-Ray トレースヘッダー (p. 731)。この環境変数は、(例えば、provided ま
たは provided.al2 識別子を使用する) カスタムランタイム用に定義するものではありません。カスタ
ムランタイムには 次の呼び出し (p. 118) からの Lambda-Runtime-Trace-Id レスポンスのヘッダー
に _X_AMZN_TRACE_ID を設定できます。
• AWS_REGION － Lambda 関数が実行される AWS リージョン。
• AWS_EXECUTION_ENV – AWS_Lambda_ (例: AWS_Lambda_java8) のプレフィックスが付いたランタイ
ム識別子 (p. 84)。この環境変数は、(例えば、provided または provided.al2 識別子を使用する) カ
スタムランタイム用に定義するものではありません。
• AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME － 関数の名前。
• AWS_LAMBDA_FUNCTION_MEMORY_SIZE － 関数で使用できるメモリの量 (MB 単位)。
• AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION － 実行される関数のバージョン。
AWS_LAMBDA_INITIALIZATION_TYPE － on-demand または provisioned-concurrency のいずれ
かがで指定される、関数の初期化処理のタイプ。詳細については、「プロビジョニングされた同時実行
数の設定 (p. 189)」を参照してください。
• AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME、AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME － Amazon CloudWatch Logs グ
ループの名前と関数のストリーム。
• AWS_ACCESS_KEY、AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、AWS_SESSION_TOKEN – 関
数の実行ロール (p. 53)から取得したアクセスキー。
• AWS_LAMBDA_RUNTIME_API － (カスタムランタイム (p. 93)) ランタイム API (p. 118) のホストおよび
ポート。
• LAMBDA_TASK_ROOT － Lambda 関数コードへのパス。
• LAMBDA_RUNTIME_DIR － ランタイムライブラリへのパス。
以下の追加の環境変数は予約されていないため、関数設定で拡張できます。

予約されていない環境変数
• LANG － ランタイムのロケール (en_US.UTF-8)。
• PATH － 実行パス (/usr/local/bin:/usr/bin/:/bin:/opt/bin)。
• LD_LIBRARY_PATH － システムライブラリのパス (/lib64:/usr/lib64:$LAMBDA_RUNTIME_DIR:
$LAMBDA_RUNTIME_DIR/lib:$LAMBDA_TASK_ROOT:$LAMBDA_TASK_ROOT/lib:/opt/lib)。
• NODE_PATH － (Node.js (p. 291)) Node.js ライブラリのパス (/opt/nodejs/node12/
node_modules/:/opt/nodejs/node_modules:$LAMBDA_RUNTIME_DIR/node_modules)。
• PYTHONPATH － (Python 2.7、3.6、3.8 (p. 333)) Python ライブラリのパス
($LAMBDA_RUNTIME_DIR)。
• GEM_PATH － (Ruby (p. 364)) Ruby ライブラリのパス ($LAMBDA_TASK_ROOT/vendor/bundle/
ruby/2.5.0:/opt/ruby/gems/2.5.0)。
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• AWS_XRAY_CONTEXT_MISSING － X-Rayトレースの場合、Lambda は X-Ray SDK からランタイムエ
ラーがスローされないように、これを LOG_ERROR に設定します。
• AWS_XRAY_DAEMON_ADDRESS － X-Ray トレーシングの場合、X-Ray デーモンの IP アドレスとポー
ト。
• AWS_LAMBDA_DOTNET_PREJIT － .NET 3.1 ランタイムの場合、この変数を設定して、.NET 3.1 固有
のランタイムの最適化を有効または無効にします。値には always、never、および provisionedconcurrency があります。詳細については、「プロビジョニングされた同時実行数の設定 (p. 189)」
を参照してください。
• TZ － 環境のタイムゾーン (UTC)。実行環境は、システムクロックを同期するために NTP を使用しま
す。
表示されるサンプル値は、最新のランタイムを反映しています。特定の変数やその値の有無は、以前のラ
ンタイムでは異なる場合があります。

環境変数の保護
環境変数の保護する場合、サーバー側の暗号化を使用して保管中のデータを保護し、クライアント側の暗
号化を使用して転送中のデータを保護することができます。

Note
データベースのセキュリティを強化するには、環境変数の代わりに AWS Secrets Manager を使
用してデータベースの認証情報を保存することをお勧めします。詳細については、Lambda 関数
のデータベースアクセスの設定を参照してください。
保管時のセキュリティ
Lambda は、AWS KMS key で常にサーバー側の暗号化を提供します。デフォルトでは、Lambda は AWS
マネージドキーを使用します。このデフォルトの動作がワークフローに適している場合は、追加の設定は
必要ありません。Lambda はアカウントに AWS マネージドキーを作成し、それに対するアクセス許可を
管理します。このキーの使用に対する AWS の請求は発生しません。
必要に応じて、AWS KMS カスタマー管理のキーを使用することもできます。その場合、KMS キーのロー
テーションの制御や、KMS キーの管理に関する組織の要件への準拠を行うことができます。カスタマー管
理のキーを使用すると、KMS キーへのアクセス許可があるアカウントのユーザーのみが、関数の環境変数
を表示または管理できます。
カスタマー管理のキーには、標準の AWS KMS 料金が発生します。詳細については、AWS KMS製品ペー
ジのAWS Key Management Serviceの料金を参照してください。
転送中のセキュリティ
セキュリティを強化するために、転送中の暗号化のヘルパーを有効にして、転送中の保護のために環境変
数をクライアント側で暗号化することができます。

環境変数の暗号化を設定するには
1.
2.

AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、Lambda でサーバー側およびクライ
アント側の暗号化に使用するカスタマー管理のキーを作成します。詳細については、 AWS Key
Management Service デベロッパーガイドの「キーの作成」を参照してください。
Lambda コンソールを使用して、[環境変数の編集] ページに移動します。
a.
b.
c.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
関数を選択します。
[設定] を選択し、左側のナビゲーションバーで [環境変数] を選択します。

d.
e.

[環境変数] セクションで、[編集] を選択します。
[暗号化設定] を展開します。
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3.

コンソール暗号化ヘルパーを有効にして、クライアント側の暗号化を使用して転送中のデータを保護
します (オプション)。
a.

[転送時の暗号化] で、[転送時の暗号化に使用するヘルパーの有効化] を選択します。

b.

コンソール暗号化ヘルパーを有効にする各環境変数に対して、環境変数の横にある [Encrypt] (暗
号化) を選択します。

c.

転送時に暗号化する AWS KMS key で、この手順の最初で作成したカスタマー管理キーを選択し
ます。

d.

[実行ロールポリシー] をクリックしてポリシーをコピーします。このポリシーは、環境変数を復
号化するアクセス許可を関数の実行ロールに付与します。
このポリシーは、この手順の最後のステップで使用するために保存します。

e.
4.

環境変数を暗号化する関数にコードを追加します。[シークレットスニペットの復号] を選択して
例を表示します。

保管中の暗号化に使用するカスタマー管理のキーを指定します (オプション)。
a.

[カスタマーマスターキーの使用] を選択します。

b.

この手順の最初に作成したカスタマー管理のキーを選択します。

5.

[Save] を選択します。

6.

アクセス許可を設定します。
サーバー側の暗号化でカスタマー管理のキーを使用している場合は、関数の環境変数の表示また
は管理を許可する AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーまたはロールにアクセス
許可を付与します。詳細については、「サーバー側の暗号化 KMS キーに対するアクセス許可の管
理 (p. 177)」を参照してください。
転送時のセキュリティの目的でクライアント側の暗号化を有効にする場合、関数に kms:Decrypt
API オペレーションを呼び出すためのアクセス許可が必要です。この手順で以前に保存したポリシー
を関数の実行ロール (p. 53)に追加します。

サーバー側の暗号化 KMS キーに対するアクセス許可の管理
ユーザーや関数の実行ロールには、デフォルトの暗号化キーを使用するための AWS KMS アクセス許
可が不要です。カスタマー管理のキーを使用するには、キーを使用するためのアクセス許可が必要で
す。Lambda はユーザーのアクセス許可を使用して、キーを付与します。これにより、Lambda はこの
キーを暗号化に使用できます。
• kms:ListAliases － Lambda コンソールでキーを表示します。
• kms:CreateGrant、kms:Encrypt － 関数でカスタマー管理のキーを設定します。
• kms:Decrypt － カスタマー管理のキーで暗号化された環境変数を表示および管理します。
これらのアクセス許可は、ユーザーアカウントまたはキーのリソースベースのアクセス許可ポリシーか
ら取得できます。ListAliases は Lambda (p. 60) の管理ポリシーから提供されます。キーポリシー
は、キーユーザーグループのユーザーに対して残りのアクセス許可を付与します。
Decrypt アクセス許可を持たないユーザーは、引き続き関数を管理できますが、Lambda コンソールで環
境変数を表示または管理することはできません。ユーザーが環境変数を表示できないようにするには、デ
フォルトキー、カスタマー管理キー、またはすべてのキーへのアクセスを拒否するステートメントをユー
ザーのアクセス許可に追加します。

Example IAM ポリシー － キー ARN によるアクセスの拒否
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/3be10e2d-xmpl-4be4bc9d-0405a71945cc"
}
]
}

ポリシーの詳細については、 AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「AWS KMS でのキー
ポリシーの使用」を参照してください。

サンプルコードとテンプレート
このガイドの GitHub リポジトリのサンプルアプリケーションは、関数コードと AWS CloudFormation テ
ンプレートで環境変数を使用する方法を示しています。

サンプルアプリケーション
• Blank function (p. 824) – ログ記録、環境変数、AWS X-Ray トレース、レイヤー、単位テスト、および
AWS SDK の使用状況を表示する基本的な関数を作成します。
• RDS MySQL － 1 つのテンプレートに VPC とAmazon RDS DB インスタンスを作成して、パスワード
を Secrets Manager に保存します。アプリケーションテンプレートで、VPC スタックからデータベース
の詳細をインポートし、Secrets Manager からパスワードを読み取り、すべての接続設定を環境変数の
関数に渡します。
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Lambda 関数のバージョン
バージョンを使用して、関数のデプロイを管理できます。たとえば、安定した実稼働バージョンのユー
ザーに影響を与えることなく、ベータテスト用の新しいバージョンの関数を公開できます。Lambda は、
関数を公開するたびに新しいバージョンの関数を作成します。新しいバージョンは、関数の未公開バー
ジョンのコピーです。

Note
未公開バージョンのコードが以前の公開バージョンと同じ場合、Lambda は新しいバージョンを
作成しません。新しいバージョンを作成する前に、$LATEST でコードの変更をデプロイする必要
があります。
関数のバージョンには、以下の情報が含まれています。
• 関数コードと関連するすべての依存関係。
• 関数を呼び出す Lambda ランタイム。
• 環境変数を含むすべての関数設定。
• 関数の特定のバージョンを識別する一意の Amazon リソースネーム (ARN)。
セクション
• 関数バージョンの作成 (p. 179)
• Lambda API を使用したバージョンの管理 (p. 179)
• バージョンの使用 (p. 180)
• アクセス許可の付与 (p. 180)

関数バージョンの作成
関数コードと設定は、未公開バージョンの関数でのみ変更できます。バージョンを公開すると、Lambda
は、そのバージョンのユーザー向けに一貫したエクスペリエンスを保つためにコードとほとんどの設定を
ロックします。関数の設定の詳細については、「Lambda 関数オプションの設定 (p. 167)」を参照してく
ださい。
Lambda コンソールを使用して、関数のバージョンを作成できます。

新しい関数バージョンを作成するには
1.
2.
3.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
関数を選択し、[バージョン] をクリックします。
バージョンの設定ページで、[新しいバージョンを発行] をクリックします。

4.
5.

(オプション) バージョンの説明を入力します。
公開を選択します。

Lambda API を使用したバージョンの管理
関数のバージョンを公開するには、PublishVersion (p. 1077) API オペレーションを使用します。
次の例では、関数の新しいバージョンを公開します。レスポンスは、バージョン番号およびバージョンが
サフィックスとしてついた関数 ARN を含む、新しいバージョンの設定情報を返します。
aws lambda publish-version --function-name my-function
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次のような出力が表示されます。
{

}

"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:1",
"Version": "1",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Handler": "function.handler",
"Runtime": "nodejs16.x",
...

バージョンの使用
修飾 ARN または非修飾 ARN を使用して、Lambda 関数を参照できます。
• 修飾 ARN － バージョンのサフィックスが付いた関数 ARN です。以下の例では、helloworld 関数の
バージョン 42 を参照しています。
arn:aws:lambda:aws-region:acct-id:function:helloworld:42

• 非修飾 ARN － バージョンのサフィックスが付いていない関数 ARN です。
arn:aws:lambda:aws-region:acct-id:function:helloworld

関連するすべての API オペレーションで、修飾 ARN または非修飾 ARN を使用できます。ただし、非修飾
ARN を使用してエイリアスを作成することはできません。
関数のバージョンを公開しないことにした場合、関数を呼び出すには、修飾 ARN または非修飾 ARN をイ
ベントソースマッピング (p. 243)で使用します。非修飾 ARN を使用して関数を呼び出すと、Lambda に
よって暗黙的に $LATEST が呼び出されます。
コードが公開されたことがない場合、またはコードが最後に公開されたバージョンから変更された場合に
のみ、Lambda によって新しい関数のバージョンが公開されます。変更がない場合、関数のバージョンは
最後に公開されたバージョンのままです。
各 Lambda 関数のバージョンの修飾 ARN は一意です。バージョンを公開した後は、ARN または関数コー
ドを変更することはできません。

アクセス許可の付与
リソースベースのポリシー (p. 69)またはアイデンティティベースのポリシー (p. 60)を使用して、関数への
アクセスを許可できます。このアクセス許可の範囲は、ポリシーの適用先が関数になるか、関数の 1 つの
バージョンになるかによって決まります。ポリシーでの関数のリソース名の詳細については、「Lambda
アクションのリソースと条件 (p. 75)」を参照してください。
関数のエイリアスを使用すると、イベントソースおよび AWS Identity and Access Management (IAM) ポリ
シーの管理を簡素化することができます。詳細については、「Lambda 関数のエイリアス (p. 181)」を参
照してください。
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Lambda 関数のエイリアス
Lambda 関数の 1 つ以上のエイリアスを作成できます。Lambda のエイリアスとは、特定の関数のバー
ジョンに対するポインタのようなものです。ユーザーは、エイリアス Amazon リソースネーム (ARN) を使
用して関数のバージョンにアクセスできます。
セクション
• 関数エイリアスの作成 (コンソール) (p. 181)
• Lambda API を使用したエイリアスの管理 (p. 181)
• エイリアスの使用 (p. 182)
• リソースポリシー (p. 182)
• エイリアスのルーティング設定 (p. 182)

関数エイリアスの作成 (コンソール)
Lambda コンソールを使用して、関数エイリアスを作成できます。

エイリアスを作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[エイリアス]、[ エイリアスの作成 ] の順にクリックします。

4.

[Create alias (エイリアスの作成)] ページで、以下の操作を行います。
a.

[Name (名前)] で、エイリアスの名前を入力します。

b.

(オプション) [Description (説明)] で、エイリアスの説明を入力します。

c.

[Version (バージョン)] で、エイリアスが参照する関数のバージョンを選択します。

d.

(オプション) エイリアスのルーティングを設定するには、[Weighted alias (加重エイリアス)] を展
開します。詳細については、「エイリアスのルーティング設定 (p. 182)」を参照してください。

e.

[Save] を選択します。

Lambda API を使用したエイリアスの管理
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してエイリアスを作成するには、create-alias コマン
ドを使用します。
aws lambda create-alias --function-name my-function --name alias-name --functionversion version-number --description " "

関数の新しいバージョンを参照するようにエイリアスを変更するには、update-alias コマンドを使用し
ます。
aws lambda update-alias --function-name my-function --name alias-name --functionversion version-number

エイリアスを削除するには、delete-alias コマンドを使用します。
aws lambda delete-alias --function-name my-function --name alias-name
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前のステップの AWS CLI コマンドは、以下の Lambda API オペレーションに対応しています。
• CreateAlias (p. 920)
• UpdateAlias (p. 1107)
• DeleteAlias (p. 955)

エイリアスの使用
各エイリアスには一意の ARN があります。エイリアスは関数のバージョンのみを参照でき、別のエイリ
アスを参照することはできません。関数の新しいバージョンを指すよう、エイリアスを更新できます。
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) などのイベントソースが、Lambda 関数を呼び出します。
これらのイベントソースは、イベント発生時に呼び出す関数を識別するマッピングを維持します。マッピ
ング設定で Lambda 関数のエイリアスを指定する場合、関数のバージョンが変更されたときにマッピング
を更新する必要はありません。詳細については、「Lambda のイベントソースマッピング (p. 243)」を参
照してください。
リソースポリシーでは、Lambda 関数を使用するためのイベントソースにアクセス許可を付与できます。
ポリシーでエイリアス ARN を指定した場合、関数のバージョンが変更されたときにポリシーを更新する
必要はありません。

リソースポリシー
リソースベースのポリシー (p. 69)を使用して、サービス、リソース、またはアカウントに、関数
に対するアクセス許可を付与できます。このアクセス許可の範囲は、ポリシーの適用先がエイリア
ス、バージョン、または関数全体のいずれになるかによって決まります。たとえば、エイリアス名
(helloworld:PROD など) を使用する場合は、アクセス許可で、エイリアス ARN (helloworld) を使用
した helloworld:PROD 関数の呼び出しを許可できます。
エイリアスまたは特定のバージョンを使用しないで関数を呼び出そうとすると、アクセス許可エラーが発
生します。このアクセス許可エラーは、エイリアスに関連付けられた関数のバージョンを直接呼び出そう
としても発生します。
例えば、以下の AWS CLI コマンドは、Amazon S3 が examplebucket に代わって動作しているとき
に、helloworld 関数の PROD エイリアスを呼び出すアクセス許可を Amazon S3 に付与します。
aws lambda add-permission --function-name helloworld \
--qualifier PROD --statement-id 1 --principal s3.amazonaws.com --action
lambda:InvokeFunction \
--source-arn arn:aws:s3:::examplebucket --source-account 123456789012

ポリシーでのリソース名の使用の詳細については、「Lambda アクションのリソースと条件 (p. 75)」を参
照してください。

エイリアスのルーティング設定
エイリアスでルーティング設定を使用して、トラフィックの一部を 2 番目の関数バージョンに送信し
ます。たとえば、エイリアスを設定して、ほとんどのトラフィックを既存のバージョンに送信し、トラ
フィックの一部を新しいバージョンに送信するように設定することで、新しいバージョンを展開するリス
クを軽減できます。
Lambda は単純な確率モデルを使用して、2 つの関数バージョン間でトラフィックを分配することに注意
してください。低いトラフィックレベルでは、各バージョンで設定されたトラフィックの割合と実際の割
合の間に大きな差異が生じる場合があります。関数がプロビジョニングされた同時実行を使用する場合、
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エイリアスルーティングがアクティブである間に、プロビジョニングされた同時実行インスタンスの数を
高く設定することで、過剰呼び出し (p. 745)を防ぐことができます。
エイリアスは最大 2 つの Lambda 関数バージョンを指すことができます。バージョンは次の基準を満たす
必要があります。
• 両方のバージョンに同じ実行ロール (p. 53)が必要です。
• どちらのバージョンも、同じ配信不能キュー (p. 241)設定を持つか、配信不能キュー設定がない必要が
あります。
• 両方のバージョンを公開する必要があります。エイリアスが $LATEST を指すことはできません。

エイリアスのルーティングを構成するには
Note
関数に少なくとも 2 つの公開バージョンがあることを確認します。追加のバージョンを作成する
には、「Lambda 関数のバージョン (p. 179)」の手順に従います。
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[エイリアス]、[ エイリアスの作成 ] の順にクリックします。

4.

[Create alias (エイリアスの作成)] ページで、以下の操作を行います。
a.

[Name (名前)] で、エイリアスの名前を入力します。

b.

(オプション) [Description (説明)] で、エイリアスの説明を入力します。

c.

[Version (バージョン)] で、エイリアスが参照する最初の関数のバージョンを選択します。

d.

[Weighted alias (加重エイリアス)] を展開します。

e.

[Additional version (追加のバージョン)] で、エイリアスが参照する 2 番目の関数のバージョンを
選択します。

f.

[Weight (%) (重み (%))] で、関数の重み値を入力します。重みとは、エイリアスが呼び出されたと
きにそのバージョンに割り当てられるトラフィックの割合 (%) です。最初のバージョンは残余重
みを受け取ります。たとえば、[Additional version] に 10 パーセントを指定した場合、最初のバー
ジョンには自動的に 90 パーセントが割り当てられます。

g.

[Save] を選択します。

CLI を使用したエイリアスルーティングの設定
create-alias および update-alias AWS CLI コマンドを使用して、2 つの関数のバージョン間のトラ
フィックの重みを設定します。エイリアスを作成または更新するときは、routing-config パラメータ
でトラフィックの重みを指定します。
以下の例では、関数のバージョン 1 を参照する routing-alias という名前の Lambda 関数のエイリアスを
作成します。関数のバージョン 2 は、トラフィックの 3% を受信します。残りの 97% のトラフィックは
バージョン 1 にルーティングされます。
aws lambda create-alias --name routing-alias --function-name my-function --function-version
1 \
--routing-config AdditionalVersionWeights={"2"=0.03}

バージョン 2 への着信トラフィックのパーセンテージを増やすには、update-alias コマンドを使用しま
す。次の例では、トラフィックを 5% に増やします。
aws lambda update-alias --name routing-alias --function-name my-function
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--routing-config AdditionalVersionWeights={"2"=0.05}

すべてのトラフィックをバージョン 2 にルーティングするには、update-alias コマンドを使用して、エ
イリアスがバージョン 2 を参照するように function-version プロパティを変更します。このコマンド
では、ルーティング設定もリセットされます。
aws lambda update-alias --name routing-alias --function-name my-function
--function-version 2 --routing-config AdditionalVersionWeights={}

\

前のステップの AWS CLI コマンドは、以下の Lambda API オペレーションに対応しています。
• CreateAlias (p. 920)
• UpdateAlias (p. 1107)

起動されたバージョンの特定
2 つの関数バージョン間でトラフィックの重みを設定している場合、どちらの Lambda 関数バージョンが
呼び出されたかを特定するための 2 つの方法があります。
• CloudWatch Logs – すべての関数呼び出しで、Amazon CloudWatch Logs に対して呼び出されたバー
ジョン ID を含むSTARTログエントリを Lambda が自動的に発信します。次に例を示します。
19:44:37 START RequestId: request id Version: $version
エイリアスの呼び出しでは、Lambda はExecuted Versionディメンションを使用して、呼び出された
バージョンでメトリクスデータをフィルタリングします。詳細については、「Lambda 関数のメトリク
スの使用 (p. 744)」を参照してください。
• 応答のペイロード (同期呼び出し) – 同期関数呼び出しの応答には、呼び出された関数バージョンを示す
x-amz-executed-version ヘッダーが含まれます。
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AWS Lambda 関数の管理
関数の設定 (p. 160) では、関数のコア機能とオプションの設定方法について説明します。Lambda では、
同時実行コントロール、ネットワークアクセス、データベースインターワーキング、ファイルシステム、
コード署名などの高度な機能も提供しています。
同時実行数 (p. 186)とは、アクティブな関数のインスタンスの数です。Lambda では、予約済同時実行数
とプロビジョニングされた同時実行数という 2 種類の同時実行数コントロールを提供しています。
Amazon VPC の AWS リソースで Lambda 関数を使用するには、セキュリティグループとサブネット
を使用して Lambda 関数を設定し、VPC 接続を作成します (p. 197)。関数を VPC に接続すると、リ
レーショナルデータベースやキャッシュなどのプライベートサブネットのリソースにアクセスできま
す。MySQL および Aurora DB インスタンスのデータベースプロキシを作成 (p. 208)することもできま
す。データベースプロキシを使用すると、データベース接続を使い果たすことなく、関数の同時実行レベ
ルを上げることができます。
Lambda 関数内でコード署名 (p. 218)を使用するには、Lambda 関数をコード署名設定で設定します。
ユーザーがコードパッケージのデプロイを試みると、そのパッケージに信頼できる発行元からの有効な署
名があるかどうかが、Lambda によりチェックされます。code-signing の設定には、一連の署名プロファ
イルが含まれており、このプロファイルにより、関数から信頼された発行元が定義されます。
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Lambda の予約済み同時実行数の管理
ご利用いただける同時実行コントロールには、次の 2 種類があります。
• 予約同時実行 – 予約同時実行は、関数の同時インスタンスの最大数を保証します。ある関数が予約済同
時実行数を使用している場合、他の関数はその同時実行数を使用できません。関数に対して予約された
同時実行を設定する場合には料金はかかりません。
• プロビジョニング済み同時実行 – プロビジョニング済み同時実行は、リクエストされた数の実行環境を
初期化して、関数の呼び出しに即座に応答する準備をします。プロビジョニングされた同時実行を設定
すると、AWS アカウントに課金が発生することに注意してください。
このトピックでは、予約済み同時実行数を管理および設定する方法について説明します。関数のレイテン
シーを削減する場合は、プロビジョニングされた同時実行数 (p. 189)を使用してください。
同時実行数とは、ある時点で関数が処理しているリクエストの数を指します。関数が呼び出される
と、Lambda はその関数のインスタンスを割り当ててイベントを処理します。関数コードの実行が完了す
ると、別のリクエストを処理できます。リクエストの処理中に関数が再度呼び出されると、別のインスタ
ンスが割り当てられるため、関数の同時実行数が増えます。アカウント内のすべての関数の同時実行数の
合計は、リージョンごとのクォータに応じて異なります。
同時実行がスケーリングとどのように相互作用するかを学習するには、「Lambda 関数のスケーリング」
を参照してください。
セクション
• 予約済同時実行数の設定 (p. 186)
• Lambda API による同時実行の設定 (p. 188)

予約済同時実行数の設定
関数の予約同時実行の設定を管理するには、Lambda コンソールを使用します。

関数の同時実行数を予約するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[設定]、[同時実行] の順にクリックします。

4.

[同時実行数] で、[編集] をクリックします。

5.

[同時実行の予約] をクリックします。関数用に予約する同時実行の量を入力します。

6.

[Save] を選択します。

表示されている [Unreserved account concurrency (予約されていないアカウントの同時実行数)] 値まで予
約できます。予約済同時実行数のない関数の場合は、それより 100 少ない値まで予約できます。関数をス
ロットリングするには、予約済同時実行数をゼロに設定します。これにより、制限を削除するまで、イベ
ントの処理が停止します。
次の例は、予約済み同時実行のプールを使用する 2 つの関数と、予約されていない同時実行のプールを使
用する他の関数を示しています。スロットリングエラーは、プール内のすべての同時実行が使用されてい
る場合に発生します。
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Legend
•

関数の同時実行

•

予約済み同時実行

•

予約されていない同時実行

•

スロットリング

同時実行数をリザーブすると、次のことが起こります。
• 他の関数が関数のスケーリングを妨げない – 予約同時実行のない同じリージョン内のアカウントのすべ
ての関数は、予約のない同時実行のプールを共有します。予約済同時実行数がない場合、使用可能なす
べての同時実行数を他の関数が使い果たす可能性があります。これにより、必要なときに関数がスケー
ルアップしなくなります。
• 関数のスケーリングが制御不能にならない – 予約同時実行は、予約のないプールからの同時実行を関数
が使用することも制限するため、関数の最大同時実行に上限を設けられます。同時実行数を予約するこ

187

AWS Lambda デベロッパーガイド
Lambda API による同時実行の設定

とで、リージョンで利用可能なすべての同時実行数を関数が使用したり、ダウンストリームリソースを
過負荷にしたりしないようにできます。
関数あたりの同時実行数を設定すると、他の関数で使用できる同時実行数のプールに影響を与えることが
あります。問題を回避するには、PutFunctionConcurrency および DeleteFunctionConcurrency
API オペレーションを使用できるユーザーの数を制限します。

Lambda API による同時実行の設定
AWS CLI または AWS SDK で同時実行数の設定を管理するには、以下の API オペレーションを使用しま
す。
• PutFunctionConcurrency (p. 1088)
• GetFunctionConcurrency
• DeleteFunctionConcurrency (p. 969)
• GetAccountSettings (p. 979)
予約済同時実行数を AWS CLI で設定するには、put-function-concurrency コマンドを使用します。
以下のコマンドは、my-function という名前の関数に 100 の同時実行数を予約します。
aws lambda put-function-concurrency --function-name my-function --reserved-concurrentexecutions 100

次のような出力が表示されます。
{
}

"ReservedConcurrentExecutions": 100
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Lambda プロビジョニング済み同時実行数の管理
利用できる同時実行コントロールには、次の 2 種類があります。
• 予約同時実行 – 予約同時実行は、関数の同時インスタンスの最大数を保証します。ある関数が予約済同
時実行数を使用している場合、他の関数はその同時実行数を使用できません。関数に対して予約された
同時実行を設定する場合には料金はかかりません。
• プロビジョニング済み同時実行 – プロビジョニング済み同時実行は、リクエストされた数の実行環境を
初期化して、関数の呼び出しに即座に応答する準備をします。プロビジョニングされた同時実行を設定
すると、AWS アカウントに課金が発生することに注意してください。
このトピックでは、予約およびプロビジョニングされた同時実行数を管理および設定する方法について説
明します。予約された同時実行数を設定する場合は、「Lambda の予約済み同時実行数の管理 (p. 186)」
を参照してください。
Lambda が関数のインスタンスを割り当てると、ランタイムは関数のコードをロードし、ハンドラの外部
で定義された初期化コードを実行します。コードと依存関係が大きい場合、または初期化中に SDK クライ
アントを作成する場合、このプロセスには時間がかかることがあります。関数がしばらく使用されていな
い場合、スケールアップする必要がある場合、または更新する場合、Lambda は新しい実行環境を作成し
ます。これにより、新しいインスタンスによって処理されるリクエストの部分は、残りの部分よりもレイ
テンシーが長くなります。これはコールドスタートと呼ばれています。
呼び出しの増加前にプロビジョニングされた同時実行数を割り当てることにより、すべてのリクエスト
が、短いレイテンシーで、初期化されたインスタンスによって処理されるようにできます。プロビジョニ
ングされた同時実行で設定された Lambda 関数は、一貫性のあるスタートアップレイテンシーで実行され
るため、インタラクティブなモバイルまたはウェブバックエンド、レイテンシーの影響を受けやすいマイ
クロサービス、同期的に呼び出される API の構築に最適です。

Note
プロビジョニングされた同時実行数は、関数の予約済み同時実行数とリージョンのクォー
タ (p. 818)にカウントされます。関数のバージョンとエイリアスに割り当てたプロビジョニン
グされた同時実行数が、関数の予約済同時実行数に達すると、すべての呼び出しはプロビジョ
ニングされた同時実行数を使用して実行されます。この設定には、非公開バージョンの関数
($LATEST) をスロットリングする効果もあるため、その関数は実行されません。関数に対し、予
約済同時実行数よりも多くのプロビジョニングされた同時実行を割り当てることはできません。
Lambda は Application Auto Scaling と統合するので、スケジュールに従って、または使用率に基づいて、
プロビジョニングされた同時実行数を管理できます。
セクション
• プロビジョニングされた同時実行数の設定 (p. 189)
• プロビジョニングされた同時実行数でのレイテンシの最適化 (p. 191)
• Application Auto Scaling でのプロビジョニングされた同時実行数の管理 (p. 193)

プロビジョニングされた同時実行数の設定
バージョンまたはエイリアスのプロビジョニング済み同時実行の設定を管理するには、Lambda コンソー
ルを使用します。プロビジョニングされた同時実行数は関数のバージョンまたはエイリアスに割り当てる
ことができます。
関数の各バージョンには、プロビジョニングされた同時実行数の設定を 1 つのみ割り当てることができま
す。この設定は、バージョン自体に直接割り当てることも、バージョンを参照するエイリアスに割り当て
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ることもできます。2 つのエイリアスに、同じバージョンのプロビジョニングされた同時実行数を割り当
てることはできません。
エイリアスが示すバージョンを変更すると、Lambda はプロビジョニングされた同時実行数の古いバー
ジョンから割り当てを解除し、新しいバージョンに割り当てます。プロビジョニングされた同時実行数
を割り当てたエイリアスにルーティング設定を追加できます。詳細については、「Lambda 関数エイリア
ス (p. 181)」を参照してください。ルーティング設定が有効になっている間は、エイリアスのプロビジョ
ニングされた同時実行設定を管理できないことに注意してください。

Note
プロビジョニング済み同時実行数は、未公開バージョンの関数 ($LATEST) ではサポートされて
いません。プロビジョニングされた同時実行を構成する前に、クライアントアプリケーションが
$LATEST を示していないことを確認してください。

プロビジョニングされた同時実行数をエイリアスまたはバージョンに割り当てるには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[設定]、[同時実行] の順にクリックします。

4.

[プロビジョニングされた同時実行設定] で、[追加] をクリックします。

5.

エイリアスまたはバージョンを選択します。

6.

割り当てるプロビジョニングされた同時実行数を入力します。

7.

[Save] を選択します。

以下のオペレーションで Lambda API を使用してプロビジョニングされた同時実行を設定することもでき
ます。
• PutProvisionedConcurrencyConfig
• GetProvisionedConcurrencyConfig
• ListProvisionedConcurrencyConfigs
• DeleteProvisionedConcurrencyConfig
プロビジョニングされた同時実行数を関数に割り当てるには、put-provisioned-concurrencyconfig を使用します。以下のコマンドは、BLUE という名前の関数の my-function エイリアスに 100
の同時実行数を割り当てます。
aws lambda put-provisioned-concurrency-config --function-name my-function \
--qualifier BLUE --provisioned-concurrent-executions 100

次のような出力が表示されます。
{

}

"Requested ProvisionedConcurrentExecutions": 100,
"Allocated ProvisionedConcurrentExecutions": 0,
"Status": "IN_PROGRESS",
"LastModified": "2019-11-21T19:32:12+0000"

リージョンのアカウントの同時実行数クォータを表示するには、get-account-settings を使用しま
す。
aws lambda get-account-settings
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次のような出力が表示されます。
{

}

"AccountLimit": {
"TotalCodeSize": 80530636800,
"CodeSizeUnzipped": 262144000,
"CodeSizeZipped": 52428800,
"ConcurrentExecutions": 1000,
"UnreservedConcurrentExecutions": 900
},
"AccountUsage": {
"TotalCodeSize": 174913095,
"FunctionCount": 52
}

関数の設定ページから、すべてのエイリアスとバージョンのプロビジョニングされた同時実行数を管理で
きます。プロビジョニングされた同時実行数の設定のリストには、各設定の割り当ての進捗状況が表示さ
れます。プロビジョニングされた同時実行数の設定は、各バージョンおよびエイリアスの設定ページでも
利用できます。
Lambda から、プロビジョニング済み同時実行について以下のメトリクスが出力されます。

プロビジョニングされた同時実行数のメトリクス
• ProvisionedConcurrentExecutions – プロビジョニング済み同時実行数によりイベントを処理し
ている関数インスタンスの数。プロビジョニングされた同時実行数を割り当てたエイリアスまたはバー
ジョンの呼び出しごとに、Lambda は現在のカウントを出力します。
• ProvisionedConcurrencyInvocations – プロビジョニング済み同時実行数により関数コードが実
行される回数。
• ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations - プロビジョニングされたすべての同時実行が
使用されているときに、標準同時実行で関数コードが実行される回数。
• ProvisionedConcurrencyUtilization - バージョンまたはエイリアスの場
合、ProvisionedConcurrentExecutions の値を、割り当て済みのプロビジョニングされた同時実
行の合計量で割った値。たとえば、5 は、割り当て済みのプロビジョニングされた同時実行数の 50% が
使用中であることを示します。
詳細については、「Lambda 関数のメトリクスの使用 (p. 744)」を参照してください。

プロビジョニングされた同時実行数でのレイテンシの
最適化
プロビジョニング済み同時実行は、設定後すぐにはオンラインになりません。Lambda は、1～2 分の
準備後に、プロビジョニング済み同時実行の割り当てをスタートします。関数の負荷時のスケーリン
グ (p. 30)方法と同様に、リージョンに応じて、関数の最大 3000 インスタンスを一度に初期化できます。
最初のバーストの後、リクエストが受理されるまで、インスタンスは 1 分あたり 500 という一定のレート
で割り当てられます。同じリージョン内の複数の関数または関数のバージョンに対してプロビジョニング
された同時実行数をリクエストするとき、スケーリングクォータはすべてのリクエストに適用されます。
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凡例
•

関数のインスタンス数

•

未処理のリクエスト数

•

プロビジョニング済み同時実行

•

標準の同時実行数

プロビジョニングされた同時実行が使用される関数で、その初期化動作をカスタマイズすることで、レイ
テンシーを最適化できます。初期化コードは割り当てが行われる際に実行されます。したがって、この
コードをプロビジョニングされた同時実行インスタンスで実行しても、レイテンシーには影響を与えませ
ん。ただし、オンデマンドインスタンスでは、その最初の呼び出しの際に、初期化コードがレイテンシー
に直接的な影響を与えます。オンデマンドインスタンスの場合には、特定の機能のための初期化処理を、
関数がその機能を必要とするまで延期することができます。
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初期化のタイプを決定するには、AWS_LAMBDA_INITIALIZATION_TYPE の値をチェックしま
す。Lambda はこの環境変数を provisioned-concurrency または on-demand に設定しま
す。AWS_LAMBDA_INITIALIZATION_TYPE の値は不変であり、実行環境のライフタイムにわたって変更
されません。
.NET 3.1 ランタイムをご使用の場合には、環境変数 AWS_LAMBDA_DOTNET_PREJIT の設定により、プ
ロビジョニングされた同時実行を使用する関数の、レイテンシーを向上させることができます。.NET ラ
ンタイムでは、コードが使用する各ライブラリのコンパイルと初期化が、そのライブラリに対する最初の
呼び出しまで延期されます。その結果、Lambda 関数に対する最初の呼び出しが、その後の呼び出しより
も長くかかる場合があります。AWS_LAMBDA_DOTNET_PREJIT を ProvisionedConcurrency に設定
した場合、Lambda は、システムの一般的な依存関係のための事前 JIT コンパイルを実行します。Lambda
は、プロビジョニング済み同時実行インスタンスに対してのみ、この初期化の最適化を実行します。これ
により、最初の呼び出し時のパフォーマンスが高速化されます。この環境変数を Always に設定した場
合、Lambda は初期化のたびに事前 JIT コンパイルを実行します。この環境変数を Never に設定した場
合には、事前の JIT コンパイルは無効になります。AWS_LAMBDA_DOTNET_PREJIT のデフォルト値は
ProvisionedConcurrency です。
プロビジョニングされた同時実行をご使用の場合、関数の実行インスタンスがリサイクルされるため、関
数の初期化コード (p. 22)は、割り当て時とその後の数時間ごとに実行されるようになります。インスタン
スでリクエストが処理された後、ログとトレース (p. 731)で初期化時間を確認できます。ただし、インス
タンスでリクエストが処理されない場合でも、初期化の料金は発生します。関数はプロビジョニングされ
た同時実行数で継続的に実行され、初期化および呼び出しのコストとは別に料金が発生します。詳細につ
いては、「AWS Lambda 料金表」を参照してください。
プロビジョニングされた同時実行を使用した関数の最適化の詳細については、Lambda オペレータガイ
ドを参照してください。

Application Auto Scaling でのプロビジョニングされた
同時実行数の管理
Application Auto Scaling を使用すると、スケジュールに従って、または使用率に基づいて、プロビジョ
ニングされた同時実行を管理できます。関数で指定された使用率を維持したい場合は、ターゲット追跡ス
ケーリングポリシーを使用し、ピークトラフィックを見越してスケジュールされたスケーリングを使用し
て、プロビジョニングされた同時実行数を増やします。

ターゲット追跡
ターゲット追跡では、アプリケーション Auto Scaling がスケーリングポリシーをトリガーする
CloudWatch アラームを作成および管理し、ユーザーが定義するメトリクスとターゲット値に基づいてス
ケーリング調整値を計算します。これは、トラフィックが増加するスケジュールされた時間を持たず、特
定のトラフィックパターンを持つアプリケーションに最適です。
必要に応じてプロビジョニングされた同時実行数を自動的に増やすには、RegisterScalableTargetお
よびPutScalingPolicyアプリケーション Auto Scaling API のオペレーションを使用してターゲットを
登録し、スケーリングポリシーを作成します。
1.

関数のエイリアスをスケーリングターゲットとして登録します。次の例では、my-function という
名前の関数の BLUE エイリアスを登録します。
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace lambda \
--resource-id function:my-function:BLUE --min-capacity 1 --maxcapacity 100 \
--scalable-dimension lambda:function:ProvisionedConcurrency

2.

スケーリングポリシーをターゲットに適用します。次の例では、エイリアスのプロビジョニング済み
同時実行数の設定を調整して使用率が 70% 近くを維持するように Application Auto Scaling を設定し
ます。
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aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace lambda \
--scalable-dimension lambda:function:ProvisionedConcurrency -resource-id function:my-function:BLUE \
--policy-name my-policy --policy-type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-scaling-policy-configuration
'{ "TargetValue": 0.7, "PredefinedMetricSpecification": { "PredefinedMetricType":
"LambdaProvisionedConcurrencyUtilization" }}'

次のような出力が表示されます。
{

"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:useast-2:123456789012:scalingPolicy:12266dbb-1524-xmpl-a64e-9a0a34b996fa:resource/lambda/
function:my-function:BLUE:policyName/my-policy",
"Alarms": [
{
"AlarmName": "TargetTracking-function:my-function:BLUE-AlarmHigh-aed0e274xmpl-40fe-8cba-2e78f000c0a7",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:useast-2:123456789012:alarm:TargetTracking-function:my-function:BLUE-AlarmHigh-aed0e274xmpl-40fe-8cba-2e78f000c0a7"
},
{
"AlarmName": "TargetTracking-function:my-function:BLUE-AlarmLow-7e1a928exmpl-4d2b-8c01-782321bc6f66",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:useast-2:123456789012:alarm:TargetTracking-function:my-function:BLUE-AlarmLow-7e1a928exmpl-4d2b-8c01-782321bc6f66"
}
]
}

Application Auto Scaling は CloudWatch に 2 つのアラームを作成します。最初のアラームは、プロビジョ
ニング済み同時実行の使用率が一貫して 70% を超えたときにトリガーされます。この場合、Application
Auto Scaling はプロビジョニング済み同時実行の割り当て数を増やして、使用率を下げます。2 番目のア
ラームは、使用率が一貫して 63% (70% ターゲットの 90%) を下回った場合にトリガーされます。これに
より、Application Auto Scaling はエイリアスのプロビジョニング済み同時実行を減らします。
次の例では、関数は使用率に基づいて、プロビジョニングされた同時実行数の最小値と最大値の間でス
ケーリングします。オープンリクエストの数が増加すると、Application Auto Scaling は、設定された最大
値に達するまで、プロビジョニングされた同時実行数を大規模なステップで増加させます。この関数は、
使用率が低下し始めるまで、標準の同時実行数に基づいてスケーリングを継続します。使用率が一貫して
低い場合、Application Auto Scaling は、より小さな定期的ステップで、プロビジョニングされた同時実行
数を減少させます。
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凡例
•

関数のインスタンス数

•

未処理のリクエスト数

•

プロビジョニング済み同時実行

•

標準の同時実行数

これらのアラームはどちらも、デフォルトの平均統計を使用します。クイックバーストのトラフィックパ
ターンを持つ関数は、プロビジョニングされた同時実行をトリガーしてスケールアップしない可能性が
あります。たとえば、Lambda 関数がすばやく (20～100 ミリ秒) 実行され、トラフィックパターンがク
イックバーストになると、バースト中に着信リクエストが、割り当て済みのプロビジョニングされた同時
実行を超える可能性がありますが、バーストが 3 分間継続しない場合、Auto Scaling はトリガーされませ
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ん。さらに、CloudWatch がターゲット平均をヒットする 3 つのデータポイントを取得しない場合、Auto
Scaling ポリシーはトリガーされません。
ターゲット追跡スケーリングポリシーの詳細については、アプリケーション Auto Scaling のターゲット追
跡スケーリングポリシーを参照してください。

スケジュールされたスケーリング
スケジュールに基づいたスケーリングにより、予想可能な負荷の変化に従って独自のスケーリングスケ
ジュールを設定できます。詳細と例については、Scheduling AWS Lambda Provisioned Concurrency for
recurring peak usage を参照してください。
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VPC 内のリソースにアクセスするように Lambda
関数を設定する
AWS アカウントで Virtual Private Cloud (VPC) のプライベートサブネットに接続するように Lambda 関数
を設定できます。Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して、データベース、キャッシュイ
ンスタンス、内部サービスなどのリソースのプライベートネットワークを作成します。関数の実行中にプ
ライベートリソースにアクセスするには、関数を VPC に接続します。
関数を VPC に接続すると、Lambda は、関数の VPC 設定のサブネットごとに Hyperplane ENI (Elastic
Network Interface) に関数を割り当てます。Lambda は、アカウント内の VPC 対応関数に対して一意のサ
ブネットとセキュリティグループの組み合わせを初めて定義するときに Hyperplane ENI を作成します。
Lambda が Hyperplane ENI を作成する間は、バージョンの作成 (p. 179)や関数のコードの更新など、
関数を対象とする追加のオペレーションは実行できません。新しい関数の場合、状態が Pending から
Active に変わるまで、関数を呼び出すことはできません。既存の関数の場合は、更新の進行中に以前
のバージョンを引き続き呼び出すことができます。Hyperplane ENI ライフサイクルの詳細については、
「the section called “Lambda Hyperplane ENI” (p. 27)」を参照してください。
Lambda 関数は、ハードウェア専有インスタンスのテナンシーを使用して VPC に直接接続することはでき
ません。専有 VPC のリソースに接続するには、デフォルトのテナンシーで 2 番目の VPC にピア接続しま
す。
セクション
• VPC 接続の管理 (p. 197)
• 実行ロールとユーザーアクセス許可 (p. 198)
• VPC アクセスの設定 (コンソール) (p. 198)
• VPC アクセスの設定 (API) (p. 199)
• VPC 設定で IAM 条件キーを使用する (p. 200)
• VPC に接続した関数のインターネットアクセスとサービスアクセス (p. 203)
• VPC チュートリアル (p. 203)
• VPC 設定のサンプル (p. 203)

VPC 接続の管理
このセクションでは、Lambda VPC 接続の概要について説明します。Lambda での VPC ネットワーキン
グの詳細については、「the section called “ネットワーク” (p. 26)」を参照してください。
同じサブネットとセキュリティグループを共有する場合、複数の関数が 1 つのネットワークインターフェ
イスを共有できます。新しいネットワークインターフェイスを作成するよりも、既存の Lambda マネージ
ドネットワークインターフェイスを持つ同じ VPC 設定 (サブネットとセキュリティグループ) に追加の関
数を接続する方がはるかに高速です。
関数が長期間アクティブでない場合、Lambda はそのネットワークインターフェイスを回収し、関数は
Idle になります。アイドル状態の関数を再度アクティブにするには、その関数を呼び出します。この呼
び出しは失敗し、ネットワークインターフェイスが使用可能になるまで、関数は Pending 状態になりま
す。
別の VPC にアクセスするように関数を更新すると、Hyperplane ENI から以前の VPC への接続が終了しま
す。新しい VPC への接続を更新するプロセスには、数分かかる場合があります。この間、Lambda は関数
の呼び出しを以前の VPC に接続します。更新が完了すると、新しい呼び出しは新しい VPC を使用して開
始され、Lambda 関数は古い VPC に接続されなくなります。
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DynamoDB クエリなどの短期間のオペレーションでは、TCP 接続を設定する際のレイテンシーのオー
バーヘッドが、オペレーション自体よりも大きくなる可能性があります。使用期間が短い/呼び出される頻
度が低い関数の接続を再利用するために、関数の初期化中に作成された接続に TCP キープアライブ を使
用して、その後の呼び出しで新しい接続を作成しないようにすることをお勧めします。キープアライブを
使用した接続の再利用の詳細については、接続の再利用に関する Lambda ドキュメントを参照してくださ
い。

実行ロールとユーザーアクセス許可
Lambda は、関数のアクセス許可を使用してネットワークインターフェイスを作成および管理しま
す。VPC に接続するには、関数の実行ロール (p. 53)に次のアクセス許可が必要です。

実行ロールのアクセス許可
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:DescribeNetworkInterfaces - このアクションは、すべてのリソースで許可されている場合にのみ機
能します ("Resource": "*")。
• ec2:DeleteNetworkInterface - 実行ロール内の [DeleteNetworkInterface] でリソース ID を指定しな
い場合、関数から VPC へのアクセスができなくなる場合があります。ここでは、一意のリソー
ス ID を指定するか、すべてのリソース ID を含めます (例: "Resource": "arn:aws:ec2:uswest-2:123456789012:*/*")。
これらのアクセス許可は、AWS 管理ポリシー AWSLambdaVPCAccessExecutionRole に含まれていま
す。これらのアクセス許可は、ENI の作成にのみ必要です。VPC 関数を呼び出すためのものではない
ことに注意してください。つまり、実行ロールからこれらの権限を削除しても、VPC 関数を正常に呼
び出すことが可能です。Lambda 関数と VPC の関連付けを完全に解除するには、コンソール、または
UpdateFunctionConfiguration (p. 1134) API を使用して、関数側の VPC 設定を更新します。
VPC 接続を設定すると、Lambda はお客様のアクセス許可を使用してネットワークリソースを確認しま
す。VPC に接続するように関数を設定するには、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー
に以下のアクセス許可が必要です。

ユーザーアクセス許可
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeVpcs

VPC アクセスの設定 (コンソール)
IAM アクセス許可 (p. 200)によって VPC に接続する Lambda 関数の作成のみが許可されている場合は、
この関数の作成時に VPC を設定する必要があります。IAM アクセス許可によって VPC に接続されていな
い関数の作成が許可されている場合は、この関数の作成後に VPC 設定を追加できます。

関数の作成時に VPC を設定するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

3.

[基本的な情報] の [関数名] に、関数の名前を入力します。

4.

[Advanced settings (詳細設定)] を展開します。

5.

[ネットワーク] で、関数がアクセスする VPC を選択します。

6.

サブネットとセキュリティグループを選択します。セキュリティグループを選択すると、そのセキュ
リティグループのインバウンドルールとアウトバウンドルールがコンソールに表示されます。
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Note
プライベートリソースにアクセスするには、関数をプライベートサブネットに接続します。
関数にインターネットアクセスが必要な場合は、ネットワークアドレス変換 (NAT) (p. 203)
を使用します。関数をパブリックサブネットに接続しても、インターネットアクセスやパブ
リック IP アドレスは提供されません。
7.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

既存の関数に対して VPC を設定するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[設定]、[VPC] の順にクリックします。

4.

[VPC] で、[編集] を選択します。

5.

VPC、サブネット、セキュリティグループを選択します。

Note
プライベートリソースにアクセスするには、関数をプライベートサブネットに接続します。
関数にインターネットアクセスが必要な場合は、ネットワークアドレス変換 (NAT) (p. 203)
を使用します。関数をパブリックサブネットに接続しても、インターネットアクセスやパブ
リック IP アドレスは提供されません。
6.

[Save] を選択します。

VPC アクセスの設定 (API)
Lambda 関数を VPC に接続するには、次の API オペレーションを使用します。
• CreateFunction (p. 938)
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して関数を作成し、それを VPC に接続するに
は、create-function コマンドを vpc-config オプションと共に使用できます。以下の例では、2 つ
のサブネットと 1 つのセキュリティグループのある VPC に接続する関数を作成します。
aws lambda create-function --function-name my-function \
--runtime nodejs16.x --handler index.js --zip-file fileb://function.zip \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role \
--vpc-config
SubnetIds=subnet-071f712345678e7c8,subnet-07fd123456788a036,SecurityGroupIds=sg-085912345678492fb

既存の関数を VPC に接続するには、update-function-configuration コマンドを vpc-config オ
プションと共に使用します。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--vpc-config
SubnetIds=subnet-071f712345678e7c8,subnet-07fd123456788a036,SecurityGroupIds=sg-085912345678492fb

VPC から関数を切断するには、サブネットとセキュリティグループの空のリストで関数の設定を更新しま
す。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
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--vpc-config SubnetIds=[],SecurityGroupIds=[]

VPC 設定で IAM 条件キーを使用する
VPC 設定で Lambda 固有の条件キーを使用して、Lambda 関数に追加のアクセス許可コントロールを提供
できます。例えば、組織内のすべての関数を VPC に接続するように要求できます。また、関数のユーザー
に対して使用を許可または拒否するサブネットとセキュリティグループを指定することもできます。
Lambda は IAM ポリシーで次の条件キーをサポートしています。
• lambda:VpcIds － 1 つ以上の VPC を許可または拒否します。
• lambda:SubnetIds － 1 つ以上のサブネットを許可または拒否します。
• lambda:SecurityGroupIds － 1 つ以上のセキュリティグループを許可または拒否します。
Lambda API オペレーションの CreateFunction (p. 938) および UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
は、これらの条件キーをサポートしています。IAMポリシーでの条件キーの使用の詳細については、IAM
ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーエレメント: 条件」を参照してください。

Tip
関数に以前の API リクエストの VPC 設定が既に含まれている場合は、VPC 設定なしで
UpdateFunctionConfiguration リクエストを送信できます。

VPC 設定の条件キーを使用したポリシーの例
以下の例は、VPC 設定で条件キーを使用する方法を示しています。必要な制限を含むポリシーステート
メントを作成したら、そのポリシーステートメントをターゲットの IAM ユーザーまたはロールに追加しま
す。

ユーザーに対して VPC に接続された関数のみをデプロイさせる
すべてのユーザーに対して VPC に接続された関数のみをデプロイさせるには、有効な VPC ID を含まない
関数の作成および更新オペレーションを拒否できます。
VPC ID は CreateFunction リクエストまたは UpdateFunctionConfiguration リクエストへの入
力パラメータではないことに注意してください。Lambda は、サブネットとセキュリティグループのパラ
メータに基づいて VPC ID 値を取得します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceVPCFunction",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:UpdateFunctionConfiguration"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"lambda:VpcIds": "true"
}
}
}
]
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特定の VPC、サブネット、セキュリティグループに対するユーザーアクセスを拒
否する
特定の VPC へのユーザーアクセスを拒否するには、StringEquals を使用して lambda:VpcIds 条件の
値を確認します。次の例では、 vpc-1 および vpc-2 へのユーザーアクセスを拒否します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceOutOfVPC",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:UpdateFunctionConfiguration"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"lambda:VpcIds": ["vpc-1", "vpc-2"]
}
}
}

特定のサブネットへのユーザーアクセスを拒否するには、StringEquals を使用して
lambda:SubnetIds 条件の値を確認します。次の例では、 subnet-1 および subnet-2 へのユーザーア
クセスを拒否します。
{

}

"Sid": "EnforceOutOfSubnet",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:UpdateFunctionConfiguration"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"lambda:SubnetIds": ["subnet-1", "subnet-2"]
}
}

特定のセキュリティグループへのユーザーアクセスを拒否するには、StringEquals を使用して
lambda:SecurityGroupIds 条件の値を確認します。次の例では、 sg-1 および sg-2 へのユーザーア
クセスを拒否します。
{

"Sid": "EnforceOutOfSecurityGroups",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:UpdateFunctionConfiguration"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"lambda:SecurityGroupIds": ["sg-1", "sg-2"]
}
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}

]

}

}

特定の VPC 設定を使用して関数を作成および更新することをユーザーに許可す
る
特定の VPC にアクセスすることをユーザーに許可するには、StringEquals を使用して
lambda:VpcIds 条件の値を確認します。次の例では、vpc-1 および vpc-2 にアクセスすることをユー
ザーに許可します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceStayInSpecificVpc",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:UpdateFunctionConfiguration"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"lambda:VpcIds": ["vpc-1", "vpc-2"]
}
}
}

特定のサブネットにアクセスすることをユーザーに許可するには、StringEquals を使用して
lambda:SubnetIds 条件の値を確認します。次の例では、subnet-1 および subnet-2 にアクセスする
ことをユーザーに許可します。
{

}

"Sid": "EnforceStayInSpecificSubnets",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:UpdateFunctionConfiguration"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"lambda:SubnetIds": ["subnet-1", "subnet-2"]
}
}

特定のセキュリティグループにアクセスすることをユーザーに許可するには、StringEquals を使用して
lambda:SecurityGroupIds 条件の値を確認します。次の例では、sg-1 および sg-2 にアクセスする
ことをユーザーに許可します。
{

"Sid": "EnforceStayInSpecificSecurityGroup",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
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}

]

}

"lambda:UpdateFunctionConfiguration"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"lambda:SecurityGroupIds": ["sg-1", "sg-2"]
}
}

VPC に接続した関数のインターネットアクセスとサー
ビスアクセス
デフォルトでは、Lambda は AWS のサービスとインターネットにアクセスできる安全な VPC で関数を
実行します。Lambda はこの VPC を所有していますが、アカウントのデフォルトの VPC には接続されて
いません アカウントの VPC に関数を接続すると、VPC からアクセス権が付与されない限り、関数はイン
ターネットにアクセスできません。

Note
AWS の複数のサービスが VPC エンドポイントを提供しています。VPC エンドポイントを使用す
ると、インターネットアクセスなしで VPC 内から AWS のサービスに接続できます。
プライベートサブネットからのインターネットにアクセスには、ネットワークアドレス変換 (NAT) が必要
です。インターネットへのアクセス権を関数に付与するには、アウトバウンドトラフィックをパブリック
サブネットの NAT ゲートウェイにルーティングします。NAT ゲートウェイにはパブリック IP アドレスが
あるため、VPC のインターネットゲートウェイを介してインターネットに接続できます。アイドル状態の
NAT ゲートウェイ接続は、350 秒後にタイムアウトします。詳細については、「VPC 内にある Lambda
関数に、インターネットへのアクセス許可を付与する方法を教えてください」を参照してください。

VPC チュートリアル
次のチュートリアルでは、VPC 内のリソースに Lambda 関数を接続します。
• チュートリアル: Amazon VPC の Amazon RDS にアクセスする Lambda 関数の設定 (p. 671)
• チュートリアル: Amazon VPC の Amazon ElastiCache にアクセスする Lambda 関数の設定 (p. 602)

VPC 設定のサンプル
次のサンプル AWS CloudFormation テンプレートを使用して、Lambda 関数で使用する VPC 設定を作成
できます。このガイドの GitHub リポジトリには、次の 2 つのテンプレートがあります。
• vpc-private.yaml — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) および Amazon DynamoDB 用の 2
つのプライベートサブネットと VPC エンドポイントを持つ VPC。このテンプレートを使用して、イ
ンターネットアクセスを必要としない関数の VPC を作成できます。この設定では、AWS SDK での
Amazon S3 と DynamoDB の使用、およびローカルネットワーク接続を介した同じ VPC 内のデータ
ベースリソースへのアクセスがサポートされます。
• vpc-privatepublic.yaml － 2 つのプライベートサブネット、VPC エンドポイント、NAT ゲートウェイ使
用するパブリックサブネット、およびインターネットゲートウェイなどを持つ VPC。プライベートサブ
ネットの関数からのインターネット宛てのトラフィックは、ルートテーブルを使用して NAT ゲートウェ
イにルーティングされます。
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テンプレートを使用して VPC を作成するには、AWS CloudFormation コンソールの [Stacks] (スタック)
ページで [Create stack] (スタックの作成) を選択し、[Create stack] (スタックの作成) ウィザードの手順に
従います。
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Lambda のインターフェイス VPC エンドポイント
の設定
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストする場合、VPC と
Lambda の間の接続を確立できます。この接続を使用して、パブリックインターネットを交差せずに
Lambda 関数を呼び出すことができます。
VPC と Lambda とのプライベート接続を確立するには、インターフェイス VPC エンドポイントを作成
します。インターフェイスエンドポイントは、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続、AWS Direct Connect 接続のいずれも必要とせずに Lambda API にプライベートにアクセスできる
AWS PrivateLink を利用しています。VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレスがなくても Lambda
API と通信できます。VPC と Lambda との間のトラフィックは、AWS ネットワークを離れません。
各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によって表
されます。ネットワークインターフェイスは、Lambda へのトラフィックのエントリポイントとなるプラ
イベート IP アドレスを提供します。
セクション
• Lambda インターフェイスエンドポイントに関する考慮事項 (p. 205)
• Lambda のインターフェイスエンドポイントの作成 (p. 206)
• Lambda のインターフェイスエンドポイントポリシーを作成する (p. 207)

Lambda インターフェイスエンドポイントに関する考
慮事項
Lambda のインターフェイスエンドポイントを設定する前に、Amazon VPC ユーザーガイドの「インター
フェイスエンドポイントのプロパティと制限」を確認してください。
VPC から任意の Lambda API オペレーションを呼び出すことができます。例えば、VPC 内で Invoke
API を呼び出すことで、Lambda 関数を呼び出すことができます。Lambda API の完全なリストについて
は、Lambda API リファレンスの「アクション」を参照してください。

永続的な接続のための Keep-alive
Lambda は長期間アイドル状態の接続を削除するため、永続的な接続を維持するには、Keep-alive ディレ
クティブを使用します。関数を呼び出すときにアイドル状態の接続を再利用しようとすると、接続エラー
が発生します。永続的な接続を維持するには、ランタイムに関連付けられている keep-alive ディレクティ
ブを使用します。例については、AWS SDK for JavaScript 開発者ガイドの「Node.js で Keep-alive を使用
して接続を再利用する」を参照してください。

請求に関する考慮事項
インターフェイスエンドポイントを介して Lambda 関数にアクセスするための追加料金はありませ
ん。Lambda の料金の詳細については、「AWS Lambda の料金」を参照してください。
Lambda のインターフェイスエンドポイントには、AWS PrivateLink の標準料金が適用されます。AWS ア
カウントは、各アベイラビリティーゾーンでインターフェイスエンドポイントがプロビジョニングされる
時間ごと、およびインターフェイスエンドポイントを介して処理されたデータに対して請求されます。
インターフェイスエンドポイント料金の詳細については、「AWS PrivateLink の料金」を参照してくださ
い。
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VPC ピアリングに関する考慮事項
他の VPC は、インターフェイスエンドポイントを使用して VPC ピアリング接続 によって VPC に接続で
きます。VPC ピアリングは、2 つの VPC 間のネットワーク接続です。自分が所有者である 2 つの VPC 間
や、他の AWS アカウント内の VPC との間で、VPC ピアリング接続を確立できます。VPC は 2 つの異な
る AWS リージョンの間でも使用できます。
ピア接続された VPC 間のトラフィックは AWS ネットワーク上に留まり、パブリックインターネットを
経由しません。VPC がピア接続されると、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタン
ス、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンス、または双方の VPC の VPC 対応
Lambda 関数などのリソースは、いずれかの VPC で作成されたインターフェイスエンドポイントを介して
Lambda API にアクセスできます。

Lambda のインターフェイスエンドポイントの作成
Amazon VPC コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Lambda のイン
ターフェイスエンドポイントを作成できます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのインター
フェイスエンドポイントの作成を参照してください。

Lambda のインターフェイスエンドポイントを作成するには (コンソール)
1.

Amazon VPC コンソールの [Endpoints (エンドポイント)] ページを開きます。

2.

[Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

3.

[サービスカテゴリ] で、[AWS サービス] が選択されていることを確認します。

4.

[サービス名] で [com.amazonaws.region.lambda を選択します。[タイプ] が [インターフェイス] であ
ることを確認します。

5.

VPC とサブネットを選択します。

6.

インターフェイスエンドポイントのプライベート DNS を有効にするには、[Enable DNS Name] (DNS
名を有効にする) でチェックボックスをオンにします。

7.

[セキュリティグループ] で、1 つ以上のセキュリティグループを選択します。

8.

[Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

プライベート DNS オプションを使用するには、VPC の enableDnsHostnames および
enableDnsSupportattributes を設定する必要があります。詳細については、Amazon VPC ユーザー
ガイドの「VPC の DNS サポートを表示および更新する」を参照してください。エンドポイントのプライ
ベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (lambda.us-east-1.amazonaws.com
など) を使用して、Lambda への API リクエストを実行できます。詳細については、AWS 全般のリファレ
ンスの「サービスエンドポイントとクォータ」を参照してください。
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェイスエンドポイント経由でのサービ
スへのアクセス」を参照してください。
AWS CloudFormation を使用してエンドポイントを作成および設定する方法については、AWS
CloudFormation ユーザーガイドの「AWS EC2 VPCEndpoint」リソースを参照してください。
Lambda のインターフェイスエンドポイントを作成するには (AWS CLI)
create-vpc-endpoint コマンドを使用し、VPC ID、VPC エンドポイントタイプ (インターフェイス)、
サービス名、エンドポイントを使用するサブネット、およびエンドポイントネットワークインターフェイ
スに関連付けるセキュリティグループを指定します。次に例を示します。

aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id vpc-ec43eb89 --vpc-endpoint-type Interface --servicename \

206

AWS Lambda デベロッパーガイド
Lambda のインターフェイスエ
ンドポイントポリシーを作成する
com.amazonaws.us-east-1.lambda --subnet-id subnet-abababab --security-group-id
sg-1a2b3c4d

Lambda のインターフェイスエンドポイントポリシー
を作成する
インターフェイスエンドポイントを使用できるユーザーと、ユーザーがアクセスできる Lambda 関数を制
御するために、エンドポイントにエンドポイントポリシーをアタッチできます。このポリシーでは、以下
の情報を指定します。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• プリンシパルが実行できるアクション。
• プリンシパルがアクションを実行できるリソース。
詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコント
ロール」を参照してください。
例: Lambda アクションのインターフェイスエンドポイントポリシー
Lambda のエンドポイントポリシーの例を次に示します。エンドポイントにアタッチされると、このポリ
シーにより、ユーザー MyUser は 関数 my-function を呼び出すことができます。

Note
リソースには、修飾関数 ARN と非修飾関数 ARN の両方を含める必要があります。
{

}

"Statement":[
{
"Principal":
{
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser"
},
"Effect":"Allow",
"Action":[
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:*"
]
}
]
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Lambda 関数のデータベースアクセスの設定
関数の Amazon RDS Proxy データベースプロキシを作成できます。データベースプロキシは、データベー
ス接続のプールを管理し、関数からのクエリを中継します。これにより、関数はデータベース接続を使い
果たすことなく、同時実行 (p. 14)レベルを上げることができます。
セクション
• データベースプロキシの作成 (コンソール) (p. 208)
• 認証のための関数のアクセス許可の使用 (p. 209)
• サンプルアプリケーション (p. 209)

データベースプロキシの作成 (コンソール)
Lambda コンソールを使用して、Amazon RDS Proxy データベースプロキシを作成できます。

データベースプロキシを作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[設定]、[ データベースプロキシ ] の順にクリックします。

4.

[Add database proxy (データベースプロキシの追加)] を選択します。

5.

次のオプションを設定します。
• プロキシ識別子 – プロキシの名前。
• RDS DB インスタンス – サポートされている MySQL または PostgreSQL DB インスタンスまたは
クラスター。
• シークレット – データベースのユーザー名とパスワードを含む Secrets Manager シークレット。

Example シークレット
{
}

"username": "admin",
"password": "e2abcecxmpldc897"

• IAM ロール – シークレットを使用するためのアクセス許可、および Amazon RDS にロールの引き
受けを許可する信頼ポリシーを備えた IAM ロール。
• 認証 – 関数コードからプロキシに接続するための認証および認可方法。
6.

[Add] を選択します。

料金
Amazon RDS では、データベースのインスタンスサイズによって決定されるプロキシに対して時
間単位の料金が発生します。詳細については、「RDS プロキシの料金」を参照してください。
プロキシの作成には数分かかります。プロキシが使用可能になったら、データベースエンドポイントでは
なくプロキシエンドポイントに接続するように関数を設定します。
スタンダードの Amazon RDS Proxy 料金が適用されます。詳細については、Amazon Aurora ユーザーガ
イドの「Amazon RDS Proxy による接続の管理」を参照してください。
208

AWS Lambda デベロッパーガイド
認証のための関数のアクセス許可の使用

認証のための関数のアクセス許可の使用
デフォルトでは、データベースへの接続に使用するのと同じユーザー名とパスワードでプロキシに接続で
きます。関数コードの唯一の違いは、データベースクライアントが接続するエンドポイントです。この方
法の欠点は、安全な環境変数で設定するか、Secrets Manager から取得するいずれの場合も、パスワード
を関数コードに公開する必要があることです。
パスワードの代わりに、関数の IAM 認証情報を使用して認証と認可を行うデータベースプロキシを作成
できます。関数のアクセス許可を使用してプロキシに接続するには、[Authentication (認証)] を [Execution
role (実行ロール)] に設定します。
Lambda コンソールは、必要なアクセス許可 (rds-db:connect) を実行ロールに追加します。その
後、AWS SDK を使用して、プロキシへの接続を許可するトークンを生成できます。次の例は、Node.js の
mysql2 ライブラリとのデータベース接続を設定する方法を示しています。

Example dbadmin/index-iam.js – AWS SDK Signer
const signer = new AWS.RDS.Signer({
region: region,
hostname: host,
port: sqlport,
username: username
})
exports.handler = async (event) => {
let connectionConfig = {
host
: host,
user
: username,
database : database,
ssl: 'Amazon RDS',
authPlugins: { mysql_clear_password: () => () => signer.getAuthToken() }
}
var connection = mysql.createConnection(connectionConfig)
var query = event.query
var result
connection.connect()
}

詳細については、Amazon RDS ユーザーガイド の IAM データベース認証を参照してください。

サンプルアプリケーション
このガイドの GitHub リポジトリには、Lambda と Amazon RDS データベースの使用方法を示すサンプル
アプリケーションがあります。以下の 2 つのアプリケーションがあります。
• RDS MySQL – AWS CloudFormation テンプレート template-vpcrds.yml は、プライベート VPC に
MySQL 5.7 データベースを作成します。サンプルアプリケーションでは、Lambda 関数はクエリをデー
タベースにプロキシします。関数とデータベーステンプレートは両方とも、Secrets Manager を使用し
てデータベース認証情報にアクセスします。
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• List Manager – プロセッサ関数は Kinesis ストリームからイベントを読み取ります。イベントのデータを
使用して DynamoDB テーブルを更新し、イベントのコピーを MySQL データベースに保存します。
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サンプルアプリケーションを使用するには、GitHub リポジトリの RDS MySQL、List Manager の手順に従
います。
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Lambda 関数のファイルシステムアクセスの設定
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムをローカルディレクトリにマウントするよう
に関数を設定できます。Amazon EFS を使用すると、関数コードは共有リソースに安全かつ高い同時実行
数でアクセスして変更できます。
セクション
• 実行ロールとユーザーアクセス許可 (p. 213)
• ファイルシステムとアクセスポイントの設定 (p. 213)
• ファイルシステムへの接続 (コンソール) (p. 214)
• Lambda API を使用したファイルシステムアクセスの設定 (p. 215)
• 「AWS CloudFormation」および「AWS SAM」。 (p. 216)
• サンプルアプリケーション (p. 217)

実行ロールとユーザーアクセス許可
ファイルシステムにユーザー設定の IAM ポリシーがない場合、EFS は、ファイルシステムマウントター
ゲットを使用してファイルシステムに接続できるすべてのクライアントへのフルアクセスを許可するデ
フォルトのポリシーを使用します。ファイルシステムにユーザー設定の IAM ポリシーがある場合、関数の
実行ロールには正しい elasticfilesystem 許可が必要です。

実行ロールのアクセス許可
• elasticfilesystem:ClientMount
• elasticfilesystem:ClientWrite (読み取り専用接続には不要)
これらのアクセス許可は、AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess 管理ポリシーに含まれていま
す。さらに、実行ロールは、ファイルシステムの VPC に接続するために必要な許可 (p. 198)を備えている
必要があります。
ファイルシステムを設定する場合、Lambda はアクセス許可を使用してマウントターゲットを検証しま
す。ファイルシステムに接続するように関数を設定するには、IAM ユーザーに以下のアクセス許可が必要
です。

ユーザーアクセス許可
• elasticfilesystem:DescribeMountTargets

ファイルシステムとアクセスポイントの設定
関数が接続するすべてのアベイラビリティーゾーンにマウントターゲットを持つファイルシステムを
Amazon EFS に作成します。パフォーマンスと耐障害性のために、少なくとも 2 つのアベイラビリティー
ゾーンを使用します。たとえば、シンプルな設定では、別々のアベイラビリティーゾーンに 2 つのプライ
ベートサブネットを持つ VPC を作成できます。この関数は両方のサブネットに接続し、それぞれのサブ
ネットでマウントターゲットを使用できます。NFS トラフィック (ポート 2049) が、関数およびマウント
ターゲットで使用されるセキュリティグループによって許可されていることを確認します。

Note
ファイルシステムを作成するときは、後で変更できないパフォーマンスモードを選択します。汎
用 モードではレイテンシーが低く、最大 I/O モードではより高い最大スループットと IOPS が
サポートされます。選択のヘルプについては、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの
「Amazon EFS のパフォーマンス」を参照してください。
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アクセスポイントは、関数の各インスタンスを、接続先のアベイラビリティーゾーンの適切なマウント
ターゲットに接続します。最大のパフォーマンスを得るには、ルート以外のパスを持つアクセスポイント
を作成し、各ディレクトリに作成するファイル数を制限します。次の例では、ファイルシステムに myfunction という名前のディレクトリを作成し、標準ディレクトリ許可 (755) で所有者 ID を 1001 に設定
します。

Example アクセスポイントの設定
• 名前 － files
• ユーザー ID － 1001
• グループ ID － 1001
• パス － /my-function
• アクセス許可 － 755
• 所有者ユーザー ID － 1001
• グループユーザー ID － 1001
関数がアクセスポイントを使用する場合、ユーザー ID 1001 とディレクトリへのフルアクセス許可が与え
られます。
詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの次のトピックを参照してください。
• Amazon EFS のリソースの作成
• ユーザー、グループ、アクセス許可の操作

ファイルシステムへの接続 (コンソール)
関数は、VPC 内のローカルネットワークを介してファイルシステムに接続します。関数が接続するサブ
ネットは、ファイルシステムのマウントポイントを含む同じサブネットでも、NFS トラフィック (ポート
2049) をファイルシステムにルーティングできる同じアベイラビリティーゾーン内のサブネットでもかま
いません。

Note
関数が VPC にまだ接続されていない場合は、「」を参照してくださいVPC 内のリソースにアク
セスするように Lambda 関数を設定する (p. 197)

ファイルシステムアクセスを設定するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[設定]、[ ファイルシステム ] の順にクリックします。

4.

[ファイルシステム] で、[ファイルシステムの追加] を選択します。

5.

以下のプロパティを設定します。
• EFS ファイルシステム － 同じ VPC 内のファイルシステムのアクセスポイント。
• ローカルマウントパス － ファイルシステムが Lambda 関数にマウントされている場所 (/mnt/ で始
まります)。

料金
Amazon EFS では、ストレージとスループットに対して料金が発生します。レートはストレージ
クラスによって異なります。詳細については、「Amazon EFS の料金」を参照してください。
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Lambda では、VPC 間のデータ転送に対して料金が発生します。これは、関数の VPC がファイ
ルシステムを持つ別の VPC にピア接続されている場合にのみ該当します。レートは、同じリー
ジョン内の VPC 間の Amazon EC2 データ転送と同じです。詳細については、「Lambda の料
金」を参照してください。
Lambda と Amazon EFS の統合の詳細については、「Lambda で Amazon EFS を使用する (p. 608)」を
参照してください。

Lambda API を使用したファイルシステムアクセスの
設定
Lambda 関数をファイルシステムに接続するには、次の API オペレーションを使用します。
• CreateFunction (p. 938)
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
関数をファイルシステムに接続するには、update-function-configuration コマンドを使用しま
す。次の例では、my-function という名前の関数を、アクセスポイントの ARN を持つファイルシステム
に接続します。
ARN=arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:123456789012:access-point/fsap-015cxmplb72b405fd
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--file-system-configs Arn=$ARN,LocalMountPath=/mnt/efs0

ファイルシステムのアクセスポイントの ARN は、describe-access-points コマンドで取得できま
す。
aws efs describe-access-points

次のような出力が表示されます。
{

"AccessPoints": [
{
"ClientToken": "console-aa50c1fd-xmpl-48b5-91ce-57b27a3b1017",
"Name": "lambda-ap",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "lambda-ap"
}
],
"AccessPointId": "fsap-015cxmplb72b405fd",
"AccessPointArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:123456789012:accesspoint/fsap-015cxmplb72b405fd",
"FileSystemId": "fs-aea3xmpl",
"RootDirectory": {
"Path": "/"
},
"OwnerId": "123456789012",
"LifeCycleState": "available"
}
]
}
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「AWS CloudFormation」および「AWS SAM」。
AWS CloudFormation および AWS Serverless Application Model (AWS SAM) を使用して、Lambda アプリ
ケーションの作成を自動化できます。AWS SAM AWS::Serverless::Function リソースでファイルシ
ステム接続を有効にするには、FileSystemConfigs プロパティを使用します。

Example template.yml － ファイルシステムの設定
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
VPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
Subnet1:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
CidrBlock: 10.0.1.0/24
AvailabilityZone: "us-west-2a"
EfsSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
GroupDescription: "mnt target sg"
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: -1
CidrIp: "0.0.0.0/0"
FileSystem:
Type: AWS::EFS::FileSystem
Properties:
PerformanceMode: generalPurpose
AccessPoint:
Type: AWS::EFS::AccessPoint
Properties:
FileSystemId:
Ref: FileSystem
PosixUser:
Uid: "1001"
Gid: "1001"
RootDirectory:
CreationInfo:
OwnerGid: "1001"
OwnerUid: "1001"
Permissions: "755"
MountTarget1:
Type: AWS::EFS::MountTarget
Properties:
FileSystemId:
Ref: FileSystem
SubnetId:
Ref: Subnet1
SecurityGroups:
- Ref: EfsSecurityGroup
MyFunctionWithEfs:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: python3.9
VpcConfig:
SecurityGroupIds:
- Ref: EfsSecurityGroup
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SubnetIds:
- Ref: Subnet1
FileSystemConfigs:
- Arn: !GetAtt AccessPoint.Arn
LocalMountPath: "/mnt/efs"
Description: Use a file system.
DependsOn: "MountTarget1"

Lambda を初めて実行する際は、事前に DependsOn を追加して、マウントターゲットが完全に作成され
るようにする必要があります。
AWS CloudFormation AWS::Lambda::Function タイプの場合、プロパティ名とフィール
ドは同じです。詳細については、「」を参照してくださいで AWS Lambda を使用するAWS
CloudFormation (p. 555)

サンプルアプリケーション
このガイドの GitHub リポジトリには、Amazon EFS と Lambda 関数の使用方法を示すサンプルアプリ
ケーションが含まれています。
• efs-nodejs － Amazon VPCで Amazon EFS ファイルシステムを使用する関数。このサンプルに
は、Lambda で使用するように設定された VPC、ファイルシステム、マウントターゲット、アクセスポ
イントが含まれます。

217

AWS Lambda デベロッパーガイド
コード署名

AWS Lambda でのコード署名の設定
AWS Lambda でコード署名を使用すると、信頼できるコードのみを Lambda 関数で実行するようにできま
す。関数のコード署名を有効にすると、デプロイされたすべてのコードが Lambda によりチェックされ、
コードパッケージが信頼できるソースによって署名されていることを確認できます。

Note
コンテナイメージとして定義された関数では、コード署名はサポートされません。
コードの整合性を検証するには、AWS Signer を使用して、関数とレイヤーのために、デジタル署名され
たコードパッケージを作成します。ユーザーがコードパッケージのデプロイを試みると、そのデプロイが
受け入られる前に、コードパッケージの検証チェックが Lambda により実行されます。コード署名の検証
チェックはデプロイ時に実行されるため、関数の実行時には、パフォーマンスへの影響はありません。
AWS Signer を使用すると、署名プロファイルを作成することもできます。署名付きコードパッケージを
作成するには、署名プロファイルを使用します。コードパッケージに署名できるユーザーを制御し、署名
プロファイルを作成するには、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用します。詳細について
は、AWS Signer デベロッパーガイドの「認証とアクセスコントロール」を参照してください。
関数でコード署名を有効にするには、コード署名の設定を作成し、その設定を関数にアタッチします。
コード署名の設定では、許可済みの署名プロファイルのリストと、検証チェックが失敗した場合に実行す
るポリシーアクションを定義します。
Lambda のレイヤーは、関数のコードパッケージと同じ形式の、署名付きのコードパッケージに従いま
す。コード署名が有効化された関数にユーザーがレイヤーを追加すると、そのレイヤーが許可された署名
プロファイルによって署名されていることを Lambda がチェックします。関数に対してコード署名を有効
にする場合、関数に追加されるすべてのレイヤーも、許可された署名プロファイルの 1 つによって署名さ
れている必要があります。
IAM を使用して、コード署名の設定を作成できるユーザーを制御します。通常、このための権限は、特定
の管理者ユーザーのみに付与します。さらに、コード署名が有効化された関数のみをデベロッパーが作成
できるようにする IAM ポリシーを設定できます。
AWS CloudTrail への変更を記録するようにコード署名を構成できます。関数の成功したデプロイとブロッ
クされたデプロイが、署名と検証チェックに関する情報とともに CloudTrail に記録されます。
関数のコード署名の設定には、Lambda コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS
CloudFormation、AWS Serverless Application Model (AWS SAM) を使用します。
AWS での AWS Lambda Signer またはコード署名の使用には、追加料金は必要ありません。
セクション
• 署名の検証 (p. 218)
•
•
•
•

構成の前提条件 (p. 219)
コード署名の設定を作成する (p. 219)
コード署名の設定を更新する (p. 219)
コード署名の設定を削除する (p. 220)

• 関数のコード署名を有効化する (p. 220)
• IAM ポリシーの設定 (p. 220)
• Lambda API を使用したコード署名の設定 (p. 221)

署名の検証
ユーザーが署名付きコードパッケージを関数にデプロイすると、Lambda により次の検証チェックが実行
されます。
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1. 整合性 — コードパッケージが、署名されてから変更されていないことを検証します。Lambda が、
パッケージのハッシュと署名からのハッシュを比較します。
2. 有効期限 – コードパッケージの署名が有効期限切れになっていないことを検証します。
3. 不一致 – Lambda 関数用に許可された署名プロファイルのうちの 1 つでコードパッケージが署名されて
いることを検証します。署名が存在しない場合にも不一致が発生します。
4. 失効 – コードパッケージの署名が無効でないことを検証します。
コード署名の設定で定義されている署名検証ポリシーによって、検証チェックが失敗した場合に、次のア
クションのうちどれが Lambda により実行されるかが決定されます。
• 警告 — Lambda はコードパッケージのデプロイを許可しますが、警告を発行します。Lambda は、新し
い Amazon CloudWatch メトリクスを発行し、警告を CloudTrail ログに保存します。
• Enforce (強制) – Lambda は (警告アクションと同じように) 警告を発行し、コードパッケージのデプロイ
をブロックします。
有効期限、不一致、および失効の各検証チェックのためにポリシーを設定できます。整合性検証には、ポ
リシーを構成できないことに注意してください。整合性のチェックが失敗した場合は、Lambda がデプロ
イをブロックします。

構成の前提条件
Lambda 関数用のコード署名を設定する前に、AWS Signer を使用して次の操作を実行します。
• 1 つまたは複数の署名プロファイルを作成します。
• 署名プロファイルを使用して、関数の署名付きコードパッケージを作成します。
詳細については、AWS Signer デベロッパーガイドの 「署名プロファイルの (コンソールでの) 作成」を参
照してください。

コード署名の設定を作成する
コード署名の設定では、許可された署名プロファイルと署名検証ポリシーのリストを定義します。

コード署名設定を (コンソールで) 作成するには、
1.

Lambda コンソールの [Code signing configurations (コード署名設定)] ページ)を開きます。

2.

[Create configuration (設定の作成)] を選択します。

3.

[説明] に、その設定のための、分かりやすい名前を入力します。

4.

[署名プロファイル] に、設定のための署名プロファイルを (最大 20 個まで) 追加します。
a.

[署名プロファイルバージョンの ARN] から、使用するプロファイルバージョンの Amazon リソー
スネーム (ARN) を選択します。あるいは、そこに ARN を入力します。

b.

署名プロファイルを追加するには、[署名プロファイルの追加] をクリックします。

5.

[署名の検証ポリシー] で、[警告 ] または [強制] を選択します。

6.

[Create configuration (設定の作成)] を選択します。

コード署名の設定を更新する
コード署名の設定を更新すると、その設定がアタッチされている関数で行われる、将来のデプロイに対し
内容が反映されます。
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コード署名の設定を (コンソールで) 更新するには、
1.

Lambda コンソールの [Code signing configurations (コード署名設定)] ページ)を開きます。

2.

更新するコード署名の設定を選択し、[編集] をクリックします。

3.

[説明] に、その設定のための、分かりやすい名前を入力します。

4.

[署名プロファイル] に、設定のための署名プロファイルを (最大 20 個まで) 追加します。
a.

[署名プロファイルバージョンの ARN] から、使用するプロファイルバージョンの Amazon リソー
スネーム (ARN) を選択します。あるいは、そこに ARN を入力します。

b.

署名プロファイルを追加するには、[署名プロファイルの追加] をクリックします。

5.

[署名の検証ポリシー] で、[警告 ] または [強制] を選択します。

6.

[変更を保存] をクリックします。

コード署名の設定を削除する
コード署名の設定を削除できるのは、その設定が、いずれの関数でも使用されていない場合のみです。

コード署名の設定を (コンソールで) 削除するには
1.

Lambda コンソールの [Code signing configurations (コード署名設定)] ページ)を開きます。

2.

削除するコード署名の設定を選択し、[削除] をクリックします。

3.

確認のために、もう一度 [削除] をクリックします。

関数のコード署名を有効化する
関数のコード署名を有効にするには、コード署名の設定を関数に関連付けます。

コード署名の設定を (コンソールで) 関数に関連付けるには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

コード署名を有効にする関数を選択します。

3.

[コード署名の設定] で、[編集] をクリックします。

4.

[コード署名の編集] で、対象の関数に関連付けるコード署名の設定を選択します。

5.

[Save] を選択します。

IAM ポリシーの設定
コード署名 API オペレーション (p. 221)にアクセスする権限をユーザーに付与するには、1 つ以上のポ
リシーステートメントを、そのユーザーのポリシーにアタッチします。ユーザーポリシーの詳細について
は、「」を参照してくださいLambda のアイデンティティベースの IAM ポリシー (p. 60)
次に示すポリシーステートメントの例では、コード署名の設定を作成、更新、および取得するためのアク
セス権限を付与しています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:CreateCodeSigningConfig",
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}

]

}

"lambda:UpdateCodeSigningConfig",
"lambda:GetCodeSigningConfig"
],
"Resource": "*"

管理者は、CodeSigningConfigArn 条件キーを使用して、デベロッパーが関数を作成または更新する際
に必要となる、コード署名の設定を指定できます。
次に示すポリシーステートメントの例では、関数を作成するための権限を付与しています。ポリシース
テートメントには、許可されるコード署名設定を指定する lambda:CodeSigningConfigArn 条件を含
めます。CodeSigningConfigArn パラメータが欠如しているか、条件の値と一致しない場合、Lambda
はすべての CreateFunction API リクエストをブロックします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowReferencingCodeSigningConfig",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"lambda:CodeSigningConfigArn":
“arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:code-signingconfig:csc-0d4518bd353a0a7c6”
}
}
}
]
}

Lambda API を使用したコード署名の設定
AWS CLIまたは AWS SDK でコード署名の設定を管理するには、次の API オペレーションを使用します。
• ListCodeSigningConfigs
• CreateCodeSigningConfig
• GetcodesigningConfig
• UpdateCodeSigningConfig
• DeleteCodeSigningConfig
関数のためにコード署名の設定を管理するには、次の API オペレーションを使用します。
• CreateFunction (p. 938)
•
•
•
•

GetFunctionCodeSigningConfig
PutFunctionCodeSigningConfig
DeleteFunctionCodeSigningConfig
ListFunctionsByCodeSigningConfig
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Lambda 関数でのタグの使用
AWS Lambda 関数にタグ付けすれば、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) (p. 65) をアクティブ
にし、所有者やプロジェクト、あるいは部門ごとの整理が行えます。タグは自由形式の key-value ペア
で、AWS のサービス全体でサポートされており、ABAC や、リソースのフィルタリング、そして請求レ
ポートへの詳細の追加のために使用できます。
タグは、バージョンやエイリアスではなく、関数レベルで適用されます。タグは、(バージョンの公開時に
Lambda がスナップショットを作成する) バージョン固有の設定には含まれません。
セクション
• タグの操作に必要なアクセス許可 (p. 222)
• Lambda コンソールでのタグの使用 (p. 222)
• AWS CLIでのタグの使用 (p. 224)
• タグの要件 (p. 225)

タグの操作に必要なアクセス許可
関数を使用するユーザーの AWS Identity and Access Management (IAM) アイデンティティ (ユーザー、グ
ループ、ロール) に、以下の中の適切なアクセス許可を付与します。
• lambda:ListTags – 関数がタグ付けされている場合は、その関数で GetFunction または ListTags を
呼び出す必要があるすべてのユーザーに対し、このアクセス許可を付与します。
• lambda:TagResource – CreateFunction または TagResource を呼び出す必要があるすべてのユー
ザーにこのアクセス許可を付与します。
詳細については、「Lambda のアイデンティティベースの IAM ポリシー (p. 60)」を参照してください。

Lambda コンソールでのタグの使用
Lambda コンソールを使用すると、タグ付けをしながら関数を作成したり、既存の関数にタグを追加した
り、追加したタグで関数をフィルタリングしたりできます。

関数の作成時にタグを追加するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

3.

[Author from scratch] (一から作成) または [Container image] (コンテナイメージ) をクリックします。

4.

基本的な情報 で、以下の作業を行います。
a.

[関数名] に関数名を入力します。関数名の長さは 64 文字に制限されています。

b.

[Runtime] (ランタイム) で、関数で使用する言語バージョンを選択します。

c.

(オプション) [Architecture] (アーキテクチャ) で、関数に使用する命令セットのアーキテク
チャ (p. 23)を選択します。デフォルトのアーキテクチャは x86_64 です。関数用のデプロイパッ
ケージを構築するときは、ここで選択した命令セットのアーキテクチャと互換性があることを確
認してください。

5.

[Advanced settings] (詳細設定) を展開した上で、[Enable tags] (タグの有効化) を選択します。

6.

これを行うには、[Add new tag] (タグの追加) を選択してから、キーとオプションの値を入力します。
さらにタグを追加するには、この手順を繰り返します。

7.

[Create function] (関数の作成) を選択します。
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既存の関数にタグを追加するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数の名前を選択します。

3.

[Configuration] (設定)、[Tags] (タグ) の順に選択します。

4.

[タグ] で、[タグの管理] を選択します。

5.

これを行うには、[Add new tag] (タグの追加) を選択してから、キーとオプションの値を入力します。
さらにタグを追加するには、この手順を繰り返します。

6.

[Save] を選択します。

タグを使用して関数をフィルタするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

検索バーを選択すると、関数属性とタグキーのリストが表示されます。

3.

タグキーを選択すると、現在の AWS リージョンで使用中の値のリストが表示されます。

4.

値を選択してその値を持つ関数を表示するか、[(all values)] を選択して、そのキーのタグを持つすべ
ての関数を表示します。
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検索バーは、タグキーの検索もサポートしています。タグキーのリストのみを表示するには tag と入力し
ます。また、キーの名前を入力すると、それをリスト内で検索することもできます。

AWS CLIでのタグの使用
タグの追加と削除
-tags オプションとともに create-function コマンドを使用すると、タグを付けながら新しい Lambda 関数
を作成することができます。
aws lambda create-function --function-name my-function
--handler index.js --runtime nodejs16.x \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role \
--tags Department=Marketing,CostCenter=1234ABCD

タグを既存の関数に追加するには、tag-resource コマンドを使用します。
aws lambda tag-resource \
--resource arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function \
--tags Department=Marketing,CostCenter=1234ABCD

タグを削除するには、untag-resource コマンドを使用します。
aws lambda untag-resource --resource arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:myfunction \
--tag-keys Department

関数のタグの表示
特定の Lambda 関数に適用されているタグを表示する場合は、次のいずれかの AWS CLI コマンドを使用
します。
• ListTags (p. 1066) – 対象の関数に関連付けられているタグのリストが表示する際は、Lambda 関数の
ARN (Amazon リソースネーム) を含めます。
aws lambda list-tags --resource arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:myfunction
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• GetFunction (p. 992) – 対象の関数に関連付けられているタグのリストを表示する際は、Lambda 関数
名を含めます
aws lambda get-function --function-name my-function

タグによる関数のフィルタリング
AWS Resource Groups Tagging API GetResources API オペレーションを使用すると、リソースをタグで
フィルタリングできます。この GetResources オペレーションは、それぞれにタグキーと最大 10 個のタ
グ値が含まれているフィルタを、最大 10 個まで受け取ります。特定のリソースタイプでフィルタリング
するには、GetResources で ResourceType を指定します。
AWS Resource Groups の詳細については、「AWS Resource Groups Resource Groups とタグユーザーガ
イド」の「What are resource groups?」(Resource Groups とは?) を参照してください。

タグの要件
タグには、次の要件が適用されます。
• リソースあたりのタグの最大数: 50
• キーの最大長: 128 Unicode 文字 (UTF-8)
• 値の最大長: 256 Unicode文字 (UTF-8)
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• タグの名前または値に aws: プレフィックスは使用しないでください。このプレフィックスは AWS 用
に予約されています。このプレフィックスが含まれるタグの名前または値は編集または削除できませ
ん。このプレフィックスを持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限時には計算されません。
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでは許可される
文字が制限される可能性がある点にご注意ください。一般的に使用が許可される文字は、UTF-8 で表現
できる文字、スペース、および数字と特殊文字 (+ - = . _ : / @) です。

225

AWS Lambda デベロッパーガイド
レイヤーの使用

Lambda 関数でのレイヤーの使用
Lambda レイヤーは、追加のコードまたはデータを含むことができる .zip ファイルアーカイブです。レイ
ヤーには、ライブラリ、カスタムランタイム、データ、または設定ファイルを含めることができます。
レイヤーを使用して、デプロイパッケージのサイズを減らし、コードの共有と責任の分離を促進すること
で、ビジネスロジックの記述をより迅速に繰り返すことができます。
レイヤーは、.zip ファイルアーカイブとしてデプロイされた (p. 36) Lambda 関数でのみ使用できます。コ
ンテナイメージとして定義された (p. 148)関数では、コンテナイメージの作成時に、優先ランタイムとす
べてのコード依存関係をパッケージ化します。詳細については、AWS コンピューティングブログの「コン
テナイメージの Lambda レイヤーと拡張機能を使用する」を参照してください。
セクション
• 関数を設定してレイヤーを使用する (p. 226)
• 関数からレイヤーコンテンツにアクセスする (p. 229)
• レイヤー情報の確認 (p. 229)
• レイヤーのアクセス許可を追加する (p. 229)
• AWS SAM を使用して関数にレイヤーを追加する (p. 165)
• サンプルアプリケーション (p. 230)

関数を設定してレイヤーを使用する
Lambda 関数には最大 5 つのレイヤーを追加できます。関数とすべてのレイヤーの解凍後の合計サイズ
は、解凍後のデプロイパッケージのサイズクォータである 250 MB を超えることはできません。詳細につ
いては、「Lambda クォータ (p. 818)」を参照してください。
別の AWS アカウントによって公開されたレイヤーを関数が消費する場合、関数は削除後にレイヤーバー
ジョンを引き続き使用することができます。または、レイヤーへのアクセス権限が呼び出されます。しか
し、削除されたレイヤーバージョンを使用して新しい関数を作成することはできません。

Note
関数に追加するレイヤーに、関数のランタイムおよび命令セットアーキテクチャと互換性がある
ことを確認します。

コンソールでレイヤーを設定する
関数にレイヤーを追加する
1.
2.
3.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
設定する関数を選択します。
[Layers] (レイヤー) で [Add a layer] (レイヤーの追加) をクリックします。

4.

[Choose a layer (レイヤーを選択する)]で、レイヤーソースを選択します。

5.

AWSレイヤーまたはカスタムレイヤーレイヤーソースの場合:
a.
b.

6.

プルダウンメニューからレイヤーを選択します。
[Version (バージョン)]のプルダウンメニューからレイヤーバージョンを選択します。各レイヤー
バージョンエントリには、互換性のあるランタイムとアーキテクチャが一覧表示されます。

c. [Add] (追加) を選択します。
ARN を指定するレイヤーソースの場合:
a.
b.

テキストボックスに ARN を入力し、[Verify (検証)] を選択します。
[Add] (追加) を選択します。
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レイヤーを追加する順序は、Lambda が後でレイヤーコンテンツを実行環境にマージする順序と同じで
す。レイヤーのマージ順序はコンソールを使用して変更できます。

関数のレイヤー順序を更新する
1.
2.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
設定する関数を選択します。

3.
4.

[Layers] (レイヤー) で [Edit] (編集) をクリックします。
レイヤーの 1 つを選択します。

5.

[Merge earlier (前にマージする)] または [Merge later (後にマージする)] を選択して、レイヤーの順序
を調整します。

6.

[Save] を選択します。

レイヤーがバージョンされ、各レイヤーバージョンが不変です。レイヤーの所有者は更新されたコンテン
ツを提供するために新しいレイヤーバージョンをリリースすることができます。関数のレイヤーバージョ
ンを更新するには、コンソールを使用します。

関数のレイヤーバージョンを更新する
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

[Additional resources] (その他のリソース) で、[Layers] (レイヤー) をクリックします。

3.
4.
5.

変更するレイヤーを選択します。
[Functions using this version] (このバージョンを使用する関数) で変更する関数を選択した後、[Edit]
(編集) をクリックします。
[Layer version] (レイヤーバージョン) から、変更するレイヤバージョンを選択します。

6.

[Update functions] (関数を更新) をクリックします。

AWS アカウントをまたいで関数のレイヤーバージョン更新することはできません。

API を使用してレイヤーを設定する
レイヤーを関数に追加するには、update-function-configuration コマンドを使用します。以下の例では、2
つのレイヤーを追加します。同じ AWS アカウントから関数として追加する場合と、別のアカウントから
追加する場合です。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--layers arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer:3
\
arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:layer:their-layer:2

次のような出力が表示されます。
{

"FunctionName": "test-layers",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "nodejs16.x",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/lambda-role",
"Layers": [
{
"Arn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer:3",
"CodeSize": 169
},
{
"Arn": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:layer:their-layer:2",
"CodeSize": 169
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}

}
],
"RevisionId": "81cc64f5-5772-449a-b63e-12330476bcc4",
...

使用する各レイヤーのバージョンを指定するには、レイヤーバージョンの完全な Amazon リソースネーム
(ARN) を指定します。既にレイヤーがある関数にレイヤーを追加すると、前のリストは上書きされます。
レイヤー設定を更新するたびに、全てのレイヤーを含めるように注意してください。レイヤーを追加する
順序は、Lambda が後でレイヤーコンテンツを実行環境に抽出する順序と同じです。
すべてのレイヤーを削除するには、空のリストを指定します。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function --layers []

レイヤーの作成者は、バージョンのレイヤーを削除することができます。その関数のレイヤーを使用し
ている場合、レイヤーバージョンがあたかも存在しているように、関数は実行し続けます。ただし、レイ
ヤー設定を更新する場合は、削除したバージョンへの参照を削除する必要があります。
レイヤーがバージョンされ、各レイヤーバージョンが不変です。レイヤーの所有者は更新されたコンテン
ツを提供するために新しいレイヤーバージョンをリリースすることができます。API を使用して、関数が
使用するレイヤーバージョンを更新できます。

関数のレイヤーバージョンを更新する
関数の 1 つ以上のレイヤーバージョンを更新するには、update-function-configurationコマンドを使用し
ます。レイヤーバージョンの 1 つを更新している場合でも、このコマンドに--layersオプションを使用
することで、関数のすべてのレイヤーバージョンを含めることができます。関数に既にレイヤーがある場
合、新しいリストは前のリストを上書きします。
次の手順では、更新されたレイヤーコードをlayer.zipという名前のローカルファイルにパッケージ化し
ていることを前提としています。
1.

(オプション) 新しいレイヤーバージョンがまだ公開されていない場合は、新しいバージョンを公開し
ます。

aws lambda publish-layer-version --layer-name my-layer --description "My layer" -license-info "MIT" \
--zip-file "fileb://layer.zip" --compatible-runtimes python3.6 python3.7

2.

(オプション) 関数に複数のレイヤーがある場合は、関数に関連付けられた現在のレイヤーバージョン
を取得します。

aws lambda get-function-configuration --function-name my-function
'Layers[*].Arn' --output yaml

3.

--query

新しいレイヤーバージョンを関数に追加します。以下のコマンド例では、関数には「otherlayer:5」という名前のレイヤーバージョンもあります。

aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--layers arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer:2 \
arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:other-layer:5
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関数からレイヤーコンテンツにアクセスする
Lambda 関数にレイヤーを含めると、Lambda は関数実行環境で/optディレクトリにレイヤーコンテ
ンツを抽出します。Lambda は、関数によって一覧表示された順序 (低から高) でレイヤーを抽出しま
す。Lambda は同じ名前のフォルダをマージします。複数のレイヤーに同じファイルが表示された場合、
関数は最後に抽出されたレイヤーのバージョンを使用します。
各 Lambda ランタイム (p. 84) は、PATH 変数に特定の /opt ディレクトリフォルダを追加します。関数
コードはパスを指定しなくても、レイヤーコンテンツにアクセスできます。Lambda 実行環境のパス設定
の詳細については、「定義されたランタイム環境変数 (p. 175)」を参照してください。

レイヤー情報の確認
Lambda 関数のランタイムと互換性のあるレイヤーを AWS 関数で特定するには、list-layers コマンドを使
用します。
aws lambda list-layers --compatible-runtime python3.8

次のような出力が表示されます。
{

"Layers": [
{
"LayerName": "my-layer",
"LayerArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer",
"LatestMatchingVersion": {
"LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:mylayer:2",
"Version": 2,
"Description": "My layer",
"CreatedDate": "2018-11-15T00:37:46.592+0000",
"CompatibleRuntimes": [
"python3.6",
"python3.7",
"python3.8",
]
}
}
]
}

アカウントの全てのレイヤーをリスト化するには、 --compatible-runtime オプションを省略します。
レスポンスの詳細は、レイヤーの最新バージョンが反映されます。
list-layer-versions コマンドを使用して、最新バージョンのレイヤーを取得することができます。
aws lambda list-layer-versions --layer-name my-layer --query
'LayerVersions[0].LayerVersionArn

レイヤーのアクセス許可を追加する
レイヤーで Lambda 関数を使用するには、そのレイヤーバージョンの GetLayerVersion (p. 1014)
API を呼び出すためのアクセス許可が必要です。AWS アカウントの関数については、ユーザーポリ
シー (p. 60)からこの権限を取得できます。
別のアカウントでレイヤーを使用するには、そのアカウントの所有者は、リソースベースのポリ
シー (p. 69)で自分のアカウントにアクセス許可を付与する必要があります。
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例については、「他のアカウントへのアクセス権をレイヤーに付与する (p. 73)」を参照してください。

AWS SAM を使用して関数にレイヤーを追加する
アプリケーション内のレイヤーの作成とマッピングを自動化するには、AWS Serverless Application Model
( AWS SAM ) を使用します。AWS::Serverless::LayerVersion リソースタイプによって、Lambda
関数設定から参照できるレイヤーバージョンが作成されます。

Example blank-nodejs/template.yml － サーバーレスリソース
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Description: An AWS Lambda application that calls the Lambda API.
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs12.x
CodeUri: function/.
Description: Call the AWS Lambda API
Timeout: 10
# Function's execution role
Policies:
- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWSXrayWriteOnlyAccess
Tracing: Active
Layers:
- !Ref libs
libs:
Type: AWS::Serverless::LayerVersion
Properties:
LayerName: blank-nodejs-lib
Description: Dependencies for the blank sample app.
ContentUri: lib/.
CompatibleRuntimes:
- nodejs12.x

依存関係を更新してデプロイすると、AWS SAM によってレイヤーの新しいバージョンが作成され、マッ
ピングが更新されます。

サンプルアプリケーション
このガイドの GitHub リポジトリには、依存関係管理のためのレイヤーの使用方法を示すサンプルアプリ
ケーションが用意されています。
• Node.js － blank-nodejs
• Python － blank-python
• Ruby － blank-ruby
• Java － blank-java
空白のサンプルアプリの詳細については、「AWS Lambda の blank 関数サンプルアプリケーショ
ン (p. 824)」を参照してください。その他のサンプルについては、「サンプル (p. 822)」を参照してく
ださい。
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Lambda 関数を呼び出す
Lambda コンソール (p. 9)、関数 URL (p. 266) の HTTP エンドポイント、Lambda API、AWS
SDK、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、および AWS ツールキットを使用すると、Lambda 関数
を直接呼び出すことができます。他の AWS のサービスを設定して関数を呼び出したり、ストリーミング
やキューから読み取るように Lambda を設定して関数を呼び出すこともできます。
関数を呼び出す際は、同期的に呼び出すか非同期的に呼び出すかを選択できます。同期呼び出しで
は (p. 232)、イベントを処理する関数を待ってレスポンスを返します。非同期 (p. 235)呼び出しで
は、Lambda はイベントをキューに入れて処理し、すぐにレスポンスを返します。非同期呼び出しで
は、Lambda によって再試行が行われるため、呼び出しレコードが送信先 (p. 237)に送信される場合があ
ります。
関数を使用してデータを自動的に処理するには、1 つ以上のトリガーを追加します。トリガーとは、ライ
フサイクルイベント、外部リクエスト、スケジュールに応答して関数を呼び出すように設定する、別の
サービスの Lambda リソースまたはリソースのことです。関数は複数のトリガーを持つことができます。
各トリガーは、関数を呼び出す独立したクライアントとして機能します。Lambda により関数に渡される
各イベントには、1 つのクライアントまたはトリガーからのデータしかありません。
イベントソースマッピング (p. 243)を作成することで、ストリームまたはキューからの項目を処理でき
ます。イベントソースマッピングは、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー、Amazon
Kinesis ストリーム、または Amazon DynamoDB ストリームから項目を読み取り、バッチとして関数に送
信するための Lambda のリソースです。関数が処理する各イベントには、数百または数千の項目を含める
ことができます。
他の AWS サービスやリソースは、関数を直接呼び出します。例えば、オブジェクト作成時に Amazon
EventBridge (CloudWatch Events) を設定してタイマーで関数を呼び出したり、Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) を設定して関数を呼び出したりすることができます。各サービスにおいて、関数の
呼び出しに使用するメソッド、イベントの構造、および設定方法が異なります。詳細については、「他の
サービスで AWS Lambda を使用する (p. 509)」を参照してください。
誰が関数を呼び出すか、どのように呼び出されるかによって、スケーリングの動作や発生する可能性のあ
るエラーの種類が異なります。関数を同期的に呼び出すと、エラーがレスポンスで返され、再試行できま
す。非同期的に呼び出したり、イベントソースマッピングを使用したり、別のサービスを構成して関数を
呼び出す場合、要件を再試行し、多数のイベントを処理するために関数をスケーリングする方法は異なり
ます。詳細については、「Lambda 関数のスケーリング (p. 30)」および「エラー処理と AWS Lambda で
の自動再試行 (p. 258)」を参照してください。
トピック
•
•
•
•

同期呼び出し (p. 232)
非同期呼び出し (p. 235)
Lambda のイベントソースマッピング (p. 243)
Lambda のイベントフィルタリング (p. 248)

•
•
•
•
•

Lambda 関数の状態 (p. 256)
エラー処理と AWS Lambda での自動再試行 (p. 258)
コンソールでの Lambda 関数のテスト (p. 260)
Lambda 拡張機能の使用 (p. 262)
コンテナイメージとして定義された関数の呼び出し (p. 265)
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同期呼び出し
関数を同期的に呼び出すと、Lambda は関数を実行し、レスポンスを待ちます。関数の実行が終了する
と、Lambda は、呼び出された関数のバージョンなどの追加データとともに、関数のコードからのレスポ
ンスを返します。AWS CLI を使用して関数を同期的に呼び出すには、invoke コマンドを使用します。
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out -payload '{ "key": "value" }' response.json

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
次のような出力が表示されます。
{
}

"ExecutedVersion": "$LATEST",
"StatusCode": 200

次の図は、Lambda 関数を同期的に呼び出すクライアントを示しています。Lambda はイベントを関数に
直接送信し、関数の応答を呼び出し側に返します。

payload は、JSON 形式のイベントを含む文字列です。AWS CLI が関数からのレスポンスを書き込む
ファイルの名前は response.json です。関数がオブジェクトまたはエラーを返す場合、レスポンスは
JSON 形式のオブジェクトまたはエラーになります。エラーなしで終了した場合、レスポンスは null で
す。
端末に表示されるコマンドの出力には、Lambda からのレスポンスのヘッダーにある情報が含まれま
す。これには、イベントを処理したバージョン (エイリアス (p. 181)を使用する場合に役立つ)、および
Lambda. から返されるステータスコードが含まれます。Lambda が関数を実行できた場合は、関数がエ
ラーを返したとしても、ステータスコードは 200 です。

Note
タイムアウトが長い関数では、同期呼び出し中にレスポンスを待機している間に、クライアント
が切断される場合があります。HTTP クライアント、SDK、ファイアウォール、プロキシ、また
はオペレーティングシステムを構成して、タイムアウトまたはキープアライブ設定での長い接続
を許可するようにしてください。

232

AWS Lambda デベロッパーガイド
同期呼び出し

Lambda が関数を実行できない場合は、エラーが出力に表示されます。
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out -payload value response.json

次のような出力が表示されます。
An error occurred (InvalidRequestContentException) when calling the Invoke operation: Could
not parse request body into json: Unrecognized token 'value': was expecting ('true',
'false' or 'null')
at [Source: (byte[])"value"; line: 1, column: 11]

AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI を使用して、--log-type コマンドオプションを使用して、呼び出しのログを取得できます。
レスポンスには、LogResultフィールドが含まれ、このフィールドには、呼び出しから base64 コードさ
れた最大 4 KB のログが含まれます。

Example ログ ID を取得します
次の例は、LogResultという名前の関数のmy-functionフィールドからログ ID を取得する方法を示し
ています。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail

次のような出力が表示されます。
{

"StatusCode": 200,
"LogResult":
"U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

}

Example ログをデコードします
同じコマンドプロンプトで、base64 ユーティリティを使用してログをデコードします。次の例は、myfunctionの base64 でエンコードされたログを取得する方法を示しています 。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text | base64 -d

次のような出力が表示されます。
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5caf5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Duration: 79.67 ms
Billed
Duration: 80 ms
Memory Size: 128 MB
Max Memory Used: 73 MB
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base64このユーティリティは、Linux、macOS、および Windows の Ubuntu で使用できます。macOS
ユーザーは、base64 -Dを使用する必要があります 。
パラメータ、ヘッダー、エラーの完全なリストを含む Invoke API の詳細については、「呼び出
し (p. 1028)」を参照してください。
関数を直接呼び出す場合は、エラーレスポンスを確認し、再試行することができます。また、AWS CLI と
AWS SDK は、クライアントのタイムアウト、スロットル、およびサービスエラーで自動的に再試行しま
す。詳細については、「エラー処理と AWS Lambda での自動再試行 (p. 258)」を参照してください。
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非同期呼び出し
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) や Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) など
の複数の AWS のサービスでは、関数を非同期的に呼び出してイベントを処理します。関数を非同期的に
呼び出す場合は、関数コードからのレスポンスを待機しません。イベントを Lambda に渡すと、Lambda
が残りを処理します。Lambda でエラーを処理する方法を設定し、呼び出しレコードをダウンストリーム
のリソースに送信して、アプリケーションのコンポーネントを連鎖させることができます。
セクション
• Lambda が非同期呼び出しを処理する方法 (p. 235)
• 非同期呼び出しのエラー処理の設定 (p. 237)
• 非同期呼び出しの送信先の設定 (p. 237)
• 非同期呼び出し設定 API (p. 240)
• デッドレターキュー (p. 241)

Lambda が非同期呼び出しを処理する方法
次の図は、クライアントによる Lambda 関数の非同期的呼び出しを示しています。Lambda は、イベント
を関数に送信する前にキューに入れます。

非同期呼び出しの場合、Lambda はリクエストをキューに入れ、追加情報のない成功のレスポンスを返し
ます。別のプロセスがキューからイベントを読み取って関数に送信します。関数を非同期的に呼び出すに
は、呼び出しタイプパラメータを Event に設定します。
aws lambda invoke \
--function-name my-function \
--invocation-type Event \
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload '{ "key": "value" }' response.json
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AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
{
}

"StatusCode": 202

出力ファイル (response.json) には情報は含まれないものの、このコマンドを実行すると作成されま
す。Lambda がイベントをキューに追加することができない場合、エラーメッセージがコマンド出力に表
示されます。
Lambda は関数の非同期イベントキューを管理し、エラー発生時に再試行を行います。関数からエラーが
返された場合、Lambda はその関数をさらに 2 回再試行します。その際、最初の 2 回の試行の間に 1 分
間、2 回目と 3 回目の間に 2 分間の待機時間があります。関数エラーには、関数のコードによって返され
るエラーと、タイムアウトなど関数のランタイムによって返されるエラーが含まれます。
関数にすべてのイベントを処理するために十分な同時実行数がない場合は、追加のリクエストはスロット
リングされます。スロットルエラー (429) およびシステムエラー (500 番台) の場合、Lambda はイベント
をキューに返し、最大 6 時間、関数を再度実行しようとします。再試行間隔は、最初の試行後 1 秒から最
大 5 分まで指数関数的に増加します。キューに多くのエントリが含まれている場合、Lambda は再試行の
間隔を長くして、キューからイベントを読み取る速度を低下させます。
関数がエラーを返さない場合でも、キュー自体は最終的に一貫しているため、同じイベントを Lambda か
ら複数回受信する可能性があります。関数が受信するイベントに対応できない場合、イベントは関数に送
信されずにキューから削除される場合があります。関数コードが重複イベントを適切に処理し、すべての
呼び出しを処理するのに十分な同時実行数があることを確認してください。
キューが非常に長い場合、新しいイベントは Lambda によって関数に送信される前に期限切れになる場合
があります。期限切れになったイベントや、すべての処理試行に失敗したイベントは Lambda によって破
棄されます。関数のエラー処理を設定 (p. 237)して、Lambda による再試行の回数を減らしたり、未処理
のイベントをより速やかに破棄したりできます。
また、呼び出しレコードを別のサービスに送信するように Lambda を設定することもできます。Lambda
は、非同期呼び出しの次の送信先 (p. 237)をサポートしています。
• Amazon SQS — 標準の SQS キュー。
• Amazon SNS － SNS トピック。
• AWS Lambda — Lambda 関数。
• Amazon EventBridge － Amazon EventBridge イベントバス。
呼び出しレコードには、JSON 形式のリクエストとレスポンスに関する詳細が含まれます。処理に成功し
たイベント用とすべての処理試行に失敗したイベント用に別々の送信先を設定できます。または、破棄さ
れたイベント用に Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックをデッドレターキュー (p. 241)と
して設定することもできます。デッドレターキューの場合、Lambda はイベントのコンテンツのみを送信
し、レスポンスの詳細は送信しません。

Note
関数がトリガーされないようにするには、その関数の予約済同時実行数をゼロに設定します。非
同期で呼び出された関数の予約済同時実行数をゼロに設定すると、Lambda は設定したデッドレ
ターキュー (p. 241)または障害発生時のイベント送信先 (p. 237)に再試行なしで新しいイベン
トの送信を開始します。予約済同時実行数をゼロに設定している間に送信されたイベントを処理
するには、デッドレターキューまたは障害発生時のイベント送信先からイベントを消費する必要
があります。
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非同期呼び出しのエラー処理の設定
Lambda コンソールを使用して、関数、バージョン、またはエイリアスのエラー処理を設定します。

エラー処理を設定するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[設定]、[Asynchronous invocation (非同期呼び出し)] の順に選択します。

4.

[Asynchronous invocation (非同期呼び出し)] で、[Edit (編集)] を選択します。

5.

以下を設定します。
• [Maximum age of event] (イベントの最大有効期間) － Lambda が非同期イベントキューにイベント
を保持する最大時間 (最大 6 時間)。
• [Retry attempts] (再試行) － 関数がエラーを返したときに Lambda が再試行する回数 (0 〜 2)。

6.

[Save] を選択します。

呼び出しイベントが最大有効期間を超えるか、すべての再試行に失敗すると、Lambda はそのイベントを
破棄します。破棄されたイベントのコピーを保持するには、失敗したイベントの送信先を設定します。

非同期呼び出しの送信先の設定
非同期呼び出しのレコードを別のサービスに送信するには、関数に送信先を追加します。処理に失敗し
たイベントと正常に処理されたイベントに別々の送信先を設定できます。エラー処理の設定と同様に、関
数、バージョン、またはエイリアスに対して送信先を設定できます。
次の例は、非同期呼び出しを処理する関数を示しています。関数が成功レスポンスを返すか、エラーをス
ローせずに終了すると、Lambda は呼び出しのレコードを EventBridge イベントバスに送信します。イベ
ントがすべての処理試行に失敗すると、Lambda は呼び出しレコードを Amazon SQS キューに送信しま
す。
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送信先にイベントを送信するには、関数に追加のアクセス許可が必要です。関数の実行ロール (p. 53)に必
要なアクセス権限と持つポリシーを追加します。各送信先サービスには、次のように異なるアクセス許可
が必要です。
• Amazon SQS － sqs:SendMessage
• Amazon SNS － sns:Publish
• Lambda - InvokeFunction (p. 1028)
• EventBridge － events:PutEvents
Lambda コンソールの [Function Visualization] (関数の可視化) で、関数に送信先を追加します。

非同期呼び出しレコードの送信先を設定するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[機能の概要 ] で、[送信先を追加 ] を選択します。
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4.

[Source (送信元)] で、[Asynchronous invocation (非同期呼び出し)] を選択します。

5.

[条件] で、以下のオプションから選択します。
• [On failure] (失敗時) － イベントがすべての処理試行に失敗した場合、または最大有効期間を超えた
場合に、レコードを送信します。
• [On success] (正常) － 関数が非同期呼び出しを正常に処理したときに、レコードを送信します。

6.

[送信先タイプ] で、呼び出しレコードを受信するリソースのタイプを選択します。

7.

[送信先] で、リソースを選択します。

8.

[Save] を選択します。

呼び出しが条件に一致すると、Lambda は呼び出しに関する詳細を含む JSON ドキュメントを送信先に送
ります。

宛先固有の JSON 形式
• Amazon SQS と Amazon SNS (「SnsDestination」 と 「SqsDestination」) の場合、呼び出しレ
コードは 「Message」 として送信先に渡されます。
• Lambda 「LambdaDestination」 の場合、呼び出しレコードはペイロードとして関数に渡されます。
• EventBridge 「EventBridgeDestination」 の場合、呼び出しレコードは PutEvents の呼び出
しで 「detail」 として渡されます。「source」 イベントフィールドの値は 「lambda」 です。
「detail-type」イベントフィールドの値は、Lambda 関数の呼び出し結果 - 成功または Lambda
関数の呼び出し結果 - 失敗のいずれかです。「resource」 イベントフィールドには、関数と宛先
の Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。他のイベントフィールドについては、Amazon
EventBridge イベントを参照してください。
次の例は、関数エラーが原因で 3 つの処理試行に失敗したイベントの呼び出しレコードを示しています。

Example 呼び出しレコード
{

"version": "1.0",
"timestamp": "2019-11-14T18:16:05.568Z",
"requestContext": {
"requestId": "e4b46cbf-b738-xmpl-8880-a18cdf61200e",
"functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:
$LATEST",
"condition": "RetriesExhausted",
"approximateInvokeCount": 3
},
"requestPayload": {
"ORDER_IDS": [
"9e07af03-ce31-4ff3-xmpl-36dce652cb4f",
"637de236-e7b2-464e-xmpl-baf57f86bb53",
"a81ddca6-2c35-45c7-xmpl-c3a03a31ed15"
]
},
"responseContext": {
"statusCode": 200,
"executedVersion": "$LATEST",
"functionError": "Unhandled"
},
"responsePayload": {
"errorMessage": "RequestId: e4b46cbf-b738-xmpl-8880-a18cdf61200e Process exited
before completing request"
}
}
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呼び出しレコードには、イベント、レスポンス、レコードが送信された理由に関する詳細が含まれます。

非同期呼び出し設定 API
AWS CLI または AWS SDK で非同期呼び出し設定を管理するには、以下の API オペレーションを使用し
ます。
• PutFunctionEventInvokeConfig
• GetFunctionEventInvokeConfig
• UpdateFunctionEventInvokeConfig
• ListFunctionEventInvokeConfigs
• DeleteFunctionEventInvokeConfig
AWS CLI で非同期呼び出しを設定するには、put-function-event-invoke-config コマンドを使用
します。以下の例では、最大イベント有効期間が 1 時間で再試行なしの関数を設定しています。
aws lambda put-function-event-invoke-config --function-name error \
--maximum-event-age-in-seconds 3600 --maximum-retry-attempts 0

次のような出力が表示されます。
{

}

"LastModified": 1573686021.479,
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:error:$LATEST",
"MaximumRetryAttempts": 0,
"MaximumEventAgeInSeconds": 3600,
"DestinationConfig": {
"OnSuccess": {},
"OnFailure": {}
}

put-function-event-invoke-config コマンドは、関数、バージョン、またはエイリアスの既存の
設定を上書きします。他の設定をリセットしないでオプションを設定するには、update-functionevent-invoke-config を使用します。以下の例では、イベントを処理できない場合に、destination
という名前の SQS キューにレコードを送信するように Lambda を設定します。
aws lambda update-function-event-invoke-config --function-name error \
--destination-config '{"OnFailure":{"Destination": "arn:aws:sqs:useast-2:123456789012:destination"}}'

次のような出力が表示されます。
{

}

"LastModified": 1573687896.493,
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:error:$LATEST",
"MaximumRetryAttempts": 0,
"MaximumEventAgeInSeconds": 3600,
"DestinationConfig": {
"OnSuccess": {},
"OnFailure": {
"Destination": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:destination"
}
}
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デッドレターキュー
障害発生時の送信先 (p. 237)に代わる方法として、配信不能キューを使用して関数を設定し、破棄された
イベントを保存してさらに処理できます。配信不能キューは、イベントがすべての処理試行に失敗した場
合や処理されずに期限切れになった場合に使用されるという点で、障害発生時の送信先と同じように動作
します。ただし、配信不能キューは関数のバージョン固有の設定の一部であるため、バージョンを公開す
るとロックされます。また、障害発生時の送信先は、追加のターゲットをサポートし、関数のレスポンス
に関する詳細を呼び出しレコードに含めます。
デッドレターキュー内のイベントを再処理するには、デッドレターキューを Lambda 関数のイベントソー
スとして設定します。または、イベントを手動で取得することもできます。
デッドレターキューには Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックを選択できます。キューまた
はトピックがない場合は、新規に作成します。ユースケースに一致するターゲットタイプを選択します。
• Amazon SQS キュー － キューは、失敗したイベントが取得されるまでそれらを保持します。Lambda
関数や CloudWatch アラームなどの単一のエンティティが失敗したイベントを処理することが予想さ
れる場合は、Amazon SQS キューを選択します。詳細については、Amazon SQS での Lambda の使
用 (p. 712) を参照してください。
Amazon SQS コンソールで、キューを作成します。
• Amazon SNS トピック － トピックは、失敗したイベントを1 つまたは複数の送信先に中継します。複
数のエンティティが失敗したイベントに対して動作することが予想される場合は、Amazon SNS トピッ
クを選択します。例えば、E メールアドレス、Lambda 関数、および/または HTTP エンドポイントにイ
ベントを送信するようにトピックを設定できます。詳細については、Amazon SNS でのAWS Lambdaの
使用 (p. 704) を参照してください。
Amazon SNS コンソールでトピックを作成します。
キューまたはトピックにイベントを送信するには、関数に追加のアクセス権限が必要です。関数の実行
ロール (p. 53)に必要なアクセス権限と持つポリシーを追加します。
• Amazon SQS － sqs:SendMessage
• Amazon SNS － sns:Publish
ターゲットキューまたはトピックがカスタマー管理のキーで暗号化されている場合、その実行ロールは
キーのリソースベースのポリシーのユーザーでもある必要があります。
ターゲットを作成し、関数の実行ロールを更新した後、デッドレターキューを関数に追加します。同じ
ターゲットにイベントを送信するように複数の関数を設定できます。

デッドレターキューを設定するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[設定]、[Asynchronous invocation (非同期呼び出し)] の順に選択します。

4.

[Asynchronous invocation (非同期呼び出し)] で、[Edit (編集)] を選択します。

5.

[DLQ resource] (DLQ リソース) を [Amazon SQS] または [Amazon SNS] に設定します。

6.

ターゲットとなるキューまたはトピックを選択します。

7.

[Save] を選択します。

AWS CLI を使用してデッドレターキューを設定するには、update-function-configuration コマン
ドを使用します。
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aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--dead-letter-config TargetArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:my-topic

Lambda は、イベントをそのまま属性の追加情報と共にデッドレターキューに送信します。この情報を使
用して、関数が返したエラーを特定するか、イベントをログまたは AWS X-Ray トレースと関連付けるこ
とができます。

デッドレターキューメッセージの属性
• RequestID (文字列) － 呼び出しリクエストの ID。リクエスト ID は関数ログに表示されます。また、XRay SDK を使用して、トレース内の属性のリクエスト ID を記録することもできます。その後、X-Ray
コンソールで、リクエスト ID によってトレースを検索できます。例については、「エラープロセッサの
サンプル (p. 829)」を参照してください。
• ErrorCode (数値) － HTTP ステータスコード。
• ErrorMessage (文字列) － エラーメッセージの最初の 1 KB。

Lambda がデッドレターキューにメッセージを送信できない場合、イベントは削除さ
れ、DeadLetterErrors (p. 744) メトリクスが発行されます。このような状況は、アクセス権限がない、
またはメッセージの合計サイズがターゲットとなるキューやトピックの制限を超えてしまった場合に発生
します。例えば、本文が 256 KB に近い Amazon SNS 通知でエラーが発生する関数がトリガーされた場
合、Amazon SNS によって追加された追加のイベントデータが Lambda によって追加された属性と組み合
わされることで、メッセージがデッドレターキューで許容されている最大サイズを超過することがありま
す。
Amazon SQS をイベントソースとして使用する場合、Amazon SQS キューでは Lambda 関数ではなく
デッドレターキューを設定します。詳細については、「Amazon SQS での Lambda の使用 (p. 712)」を
参照してください。
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Lambda のイベントソースマッピング
イベントソースマッピングとは、イベントソースから読み取り、Lambda 関数を呼び出す Lambda リソー
スのことです。イベントソースマッピングを使用して、Lambda 関数を直接呼び出さないサービスのスト
リームまたはキューから項目を処理できます。Lambda は、次のサービスのイベントソースマッピングを
提供します。

Lambda がイベントを読み取るサービス
• Amazon DynamoDB (p. 572)
• Amazon Kinesis (p. 627)
• Amazon MQ (p. 652)
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) (p. 660)
• セルフマネージド Apache Kafka (p. 613)
• Amazon Simple Queue Service (p. 712) (Amazon SQS)
イベントソースのマッピングは、イベントソースの項目の読み取りや管理のために、関数の実行ロー
ル (p. 53)のアクセス許可を使用します。アクセス許可やイベント構造、設定、ポーリングの動作はイベン
トソースによって異なります。詳細については、イベントソースとして使われるサービスの関連トピック
を参照してください。
AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS SDK を使用してイベントソースを管理するには、
以下の API 操作を使用できます。
• CreateEventSourceMapping (p. 927)
• ListEventSourceMappings (p. 1041)
• GetEventSourceMapping (p. 986)
• UpdateEventSourceMapping (p. 1114)
• DeleteEventSourceMapping (p. 959)
次の例では、AWS CLI を使用して、関数 my-function を、Amazon リソースネーム (ARN) により指定
された DynamoDB ストリーミングに、バッチサイズ 500 でマップします。
aws lambda create-event-source-mapping --function-name my-function --batch-size 500 -maximum-batching-window-in-seconds 5 --starting-position LATEST \
--event-source-arn arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table/
stream/2019-06-10T19:26:16.525

次のような出力が表示されます。
{

"UUID": "14e0db71-5d35-4eb5-b481-8945cf9d10c2",
"BatchSize": 500,
"MaximumBatchingWindowInSeconds": 5,
"ParallelizationFactor": 1,
"EventSourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table/
stream/2019-06-10T19:26:16.525",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"LastModified": 1560209851.963,
"LastProcessingResult": "No records processed",
"State": "Creating",
"StateTransitionReason": "User action",
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}

"DestinationConfig": {},
"MaximumRecordAgeInSeconds": 604800,
"BisectBatchOnFunctionError": false,
"MaximumRetryAttempts": 10000

Lambda イベントソースマッピングは、ポーラーに備わる分散性が理由で、少なくとも 1 回イベントを
処理します。その結果、まれに Lambda 関数が重複するイベントを受け取ることがあります。重複イ
ベントに関連する問題を回避するためには、「AWS Lambda 関数を使用するためのベストプラクティ
ス (p. 814)」に従って、冪等性関数を作成します。

バッチ処理動作
イベントソースマッピングは、ターゲットイベントソースから項目を読み取ります。デフォル
トで、イベントソースマッピングは、Lambda が関数に送信する単一のペイロードにレコード
をまとめてバッチ処理します。バッチ処理動作を細かく調整するには、バッチ処理ウィンドウ
(MaximumBatchingWindowInSeconds) とバッチサイズ (BatchSize) を設定できます。バッチ処理ウィ
ンドウとは、レコードを単一のペイロードにまとめるための最大時間です。バッチサイズとは、単一の
バッチ内にあるレコードの最大数です。Lambda は、以下の 3 つの条件のいずれかが満たされたときに関
数を呼び出します。
• バッチ処理ウィンドウが最大値に到達した。バッチ処理ウィンドウの動作は、特定のイベントソースに
応じて異なります。
• Kinesis、DynamoDB、および Amazon SQS イベントソースの場合: デフォルトのバッチ処
理ウィンドウは 0 秒です。つまり、Lambda は可能な限り早急にバッチを関数に送信しま
す。MaximumBatchingWindowInSeconds を設定する場合、前の関数の呼び出しが完了するとすぐ
に次のバッチ処理ウィンドウが開始されます。
• Amazon MSK、セルフマネージド Apache Kafka、および Amazon MQ イベントソースの場合: デフォ
ルトのバッチ処理ウィンドウは 500 ミリ秒です。MaximumBatchingWindowInSeconds は、秒単位
で 0 秒から 300 秒までの任意の値に設定できます。バッチ処理ウィンドウは、最初のレコードが到着
するとすぐに開始されます。

Note
MaximumBatchingWindowInSeconds は秒単位の増分でしか変更できないため、変更後
に 500 ミリ秒のデフォルトのバッチ処理ウィンドウに戻すことはできません。デフォルトの
バッチ処理ウィンドウを復元するには、新しいイベントソースマッピングを作成する必要が
あります。
• バッチサイズに適合した。最小バッチサイズは 1 です。デフォルトのバッチサイズと最大
バッチサイズは、イベントソースに応じて異なります。これらの値に関する詳細について
は、CreateEventSourceMapping API 操作の「BatchSize」仕様を参照してください。
• ペイロードサイズが 6 MB に到達した。この上限を変更することはできません。
以下の図は、これら 3 つの条件を説明するものです。バッチ処理ウィンドウが t = 7 秒で開始されると
します。最初のシナリオでは、バッチ処理ウィンドウが 5 個のレコードを蓄積した後、t = 47 秒の時点
で最大値の 40 秒に到達します。2 番目のシナリオでは、バッチ処理ウィンドウの期限が切れる前にバッチ
サイズが 10 個になるため、バッチ処理ウィンドウが早く終了します。3 番目のシナリオでは、バッチ処理
ウィンドウの期限が切れる前に最大ペイロードサイズに到達するため、バッチ処理ウィンドウが早く終了
します。
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次の例は、Kinesis ストリームから読み取るイベントソースマッピングを示しています。イベントのバッチ
がすべての処理試行に失敗した場合、イベントソースマッピングはバッチの詳細を SQS キューに送信し
ます。

イベントバッチは、Lambda から関数に送信されるイベントです。これは、現在のバッチ処理ウィンドウ
の期限が切れるまでイベントソースマッピングが読み取る項目からコンパイルされたレコードまたはメッ
セージのバッチです。
ストリームの場合、1 つのイベントソースマッピングは、ストリームに存在するシャードごとにイテレー
ターを作成し、各シャードの項目を順番に処理します。イベントソースマッピングを、ストリームに現れ
る新規項目のみを読み取る、または古い項目からを読み取るように設定することができます。処理された
項目はストリームから削除されず、他の関数やコンシューマーがそれらを処理することができます。
関数がエラーを返す場合は、デフォルトで、イベントソースマッピングは関数が成功するまで、または
バッチ内の項目の期限が切れるまでバッチ全体を再処理します。処理が順序正しく行われることを確実
にするため、イベントソースマッピングは、エラーが解決されるまで影響を受けたシャードの処理を一時
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停止します。古いイベントを破棄したり、再試行回数を制限したり、複数のバッチを並行して処理したり
するように、イベントソースマッピングを設定できます。複数のバッチを並列的に処理する場合、各パー
ティションキーについては順序正しい処理が引き続き保証されますが、イベントソースマッピングは同じ
シャード内の複数のパーティションキーを同時に処理します。
イベントバッチを破棄したときに、呼び出しレコードを別のサービスに送信するように、イベント
ソースマッピングを設定することもできます。Lambda では、イベントソースマッピングの以下の送信
先 (p. 237)がサポートされています。
• Amazon SQS － SQS キュー。
• Amazon SNS － SNS トピック。
呼び出しレコードには、失敗したイベントバッチの詳細が JSON 形式で格納されます。
次の例は、Kinesis ストリームの呼び出しレコードを示します。

Example 呼び出しレコード
{

}

"requestContext": {
"requestId": "c9b8fa9f-5a7f-xmpl-af9c-0c604cde93a5",
"functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:myfunction",
"condition": "RetryAttemptsExhausted",
"approximateInvokeCount": 1
},
"responseContext": {
"statusCode": 200,
"executedVersion": "$LATEST",
"functionError": "Unhandled"
},
"version": "1.0",
"timestamp": "2019-11-14T00:38:06.021Z",
"KinesisBatchInfo": {
"shardId": "shardId-000000000001",
"startSequenceNumber": "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
"endSequenceNumber": "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
"approximateArrivalOfFirstRecord": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
"approximateArrivalOfLastRecord": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
"batchSize": 500,
"streamArn": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/mystream"
}

また、Lambda は FIFO (先入れ先出し) キュー (p. 712)を順に処理し、アクティブなメッセージグルー
プ数までスケールアップできます。標準キューの場合、項目は必ずしも順番に処理されるとは限りま
せん。Lambda は、標準キューをできるだけ早く処理するためスケールアップします。エラーが発生す
ると、Lambda はバッチを個別の項目としてキューに戻し、元のバッチとは異なるグループでそれら
を処理する場合があります。関数にエラーが発生していない場合でも、イベントソースマッピングが
キューから同じ項目を 2 回受け取る可能性があります。Lambda は、処理した項目をキューから削除しま
す。Lambda が項目を処理できない場合は、それらをデッドレターキューに送信するようにソースキュー
を設定できます。
Lambda 関数を直接呼び出すサービスについては、「他のサービスで AWS Lambda を使用す
る (p. 509)」を参照してください。
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Lambda のイベントフィルタリング
Amazon Kinesis、Amazon DynamoDB、および Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) の各イベ
ントソースでは、イベントフィルタリングを使用して、処理のために Lambda が関数に送信するイベント
を制御できます。例えば、ステータスコードが ERROR の Kinesis ストリームからのレコードのみを処理す
るようにフィルター条件を定義できます。
単一のイベントソースに対して最大 5 つの異なるフィルターを定義することができます。イベントがこれ
ら 5 つのフィルターのいずれかに該当する場合は、Lambda がそのイベントを関数に送信します。該当し
ない場合は、Lambda がそのイベントを破棄します。イベントは、フィルター条件に該当するか、該当し
ないかのいずれかになります。バッチ処理ウィンドウを使用している場合、Lambda は新しいイベントそ
れぞれにフィルター条件を適用して、それを現在のバッチに追加するかどうかを決定します。
トピック
• イベントフィルタリングの基本 (p. 248)
• フィルタールールの構文 (p. 249)
• フィルタリングの例 (p. 250)
• イベントソースマッピングへのフィルター条件のアタッチ (コンソール) (p. 252)
• イベントソースマッピングへのフィルター条件のアタッチ (AWS CLI) (p. 253)
• フィルタリングが適切な Amazon SQS メッセージ (p. 253)
• フィルタリングが適切な Kinesis メッセージと DynamoDB メッセージ (p. 254)

イベントフィルタリングの基本
フィルター条件 (FilterCriteria) オブジェクトは、フィルターのリスト (Filters) で構成される構
造です。各フィルター (Filter）は、イベントフィルタリングパターン (Pattern) を定義する構造で
す。Pattern は、JSON フィルタールールの文字列表現です。FilterCriteria オブジェクトは、以下
の例のようになります。
{

}

"Filters": [
{
"Pattern": "{ \"Metadata1\": [ rule1 ], \"data\": { \"Data1\": [ rule2 ] }}"
}
]

以下は、わかりやすくするためにプレーン JSON で展開したフィルターの Pattern の値を記載していま
す。
{

}

"Metadata1": [ pattern1 ],
"data": {
"Data1": [ pattern2 ]
}

FilterCriteria オブジェクトには、メタデータプロパティ、データプロパティ、およびフィルターパ
ターンの 3 つの主要部分があります。例えば、イベントソースから以下のような Kinesis イベントを受け
取るとします。
"kinesis": {
"partitionKey": "1",
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}

"sequenceNumber": "49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
"data": {
"City": "Seattle",
"State": "WA",
"Temperature": "46",
"Month": "December"
},
"approximateArrivalTimestamp": 1545084650.987

• メタデータプロパティは、イベントオブジェクトのフィールドです。この FilterCriteria 例で
は、Metadata1 がメタデータプロパティを参照します。この Kinesis イベントの例では、Metadata1
は partitionKey などのフィールドを参照できます。
• データプロパティは、イベント本文のフィールドです。この FilterCriteria 例では、Data1 がデー
タプロパティを参照します。この Kinesis イベントの例では、Data1 は City および Temperature な
どのフィールドを参照できます。

Note
データプロパティをフィルタリングするには、それらを適切なキー内の FilterCriteria に
含めるようにしてください。このキーは、イベントソースに応じて異なります。Kinesis イベ
ントソースの場合、データキーは data です。Amazon SQS イベントソースのデータキーは
body です。DynamoDB イベントソースのデータキーは dynamodb です。
• フィルタールールは、特定のプロパティに適用するフィルターを定義します。この FilterCriteria
例では、rule1 が Metadata1 に適用され、rule2 が Data1 に適用されます。フィルタールー
ルの構文は、使用する比較演算子に応じて異なります。詳細については、「フィルタールールの構
文 (p. 249)」を参照してください。
FilterCriteria オブジェクトを作成するときは、フィルターに一致させるメタデータプロパティと
データプロパティのみを指定します。Lambda がイベントを一致として見なすには、フィルターに含まれ
ているすべてのフィールド名がイベントに含まれている必要があります。Lambda は、フィルターに含ま
れていないフィールドを無視します。

フィルタールールの構文
Lambda は、フィルタールールに対して Amazon EventBridge と同じ構文とルールのセットをサポートし
ます。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「Amazon EventBridge のイベントパ
ターン」を参照してください。
以下は、Lambda のイベントフィルタリングで使用できるすべての比較演算子の概要です。
比較演算子

例

ルール構文

Null

UserId が Null

"UserID": [ null ]

空

LastName が空白

"LastName": [""]

等しい

Name が「Alice」

"Name": [ "Alice" ]

および

Location が「New York」、およ
び Day が「Monday」

"Location": [ "New York" ], "Day":
["Monday"]

または

PaymentType が「Credit」また
は「Debit」

"PaymentType": [ "Credit",
"Debit"]

以外

Weather が「Raining」以外

"Weather": [ { "anything-but":
[ "Raining" ] } ]
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比較演算子

例

ルール構文

数値 (等しい)

Price が 100

"Price": [ { "numeric": [ "=",
100 ] } ]

数値 (範囲)

Price が 10 より大きく 20 以下

"Price": [ { "numeric": [ ">", 10,
"<=", 20 ] } ]

存在する

ProductName が存在

"ProductName": [ { "exists":
true } ]

存在しない

ProductName が存在しない

"ProductName": [ { "exists":
false } ]

から始まる

Region が US にある

"Region": [ {"prefix": "us-" } ]

Note
EventBridge と同様に、Lambda は文字列に対して文字単位の厳密な一致を使用し、大文字変換や
その他の文字列の正規化は行いません。数値の場合、Lambda は文字列表現も使用します。たと
えば、300、300.0、3.0e2 は等しいとはみなされません。

フィルタリングの例
Kinesis イベントソースがあり、特定の partitionKey (メタデータプロパティ) を持つイベントのみを処
理するとします。さらに、「Los Angeles」に等しい Location フィールド (データプロパティ) を持つイ
ベントのみを処理します。この場合、FilterCriteria オブジェクトは以下のようになります。
{

"Filters": [
{
"Pattern": "{ \"partitionKey\": [ \"1\" ], \"data\": { \"Location\": [ \"Los
Angeles\" ] }}"
}
]

}

以下は、わかりやすくするためにプレーン JSON で展開したフィルターの Pattern の値を記載していま
す。
{

}

"partitionKey": [ "1" ],
"data": {
"Location": [ "Los Angeles" ]
}

上記の例では、partitionKey と Location の両方に比較演算子の等しいを使用します。
もう 1 つの例として、Temperature データプロパティが 50 を超えるが 60 以下であるイベントのみを処
理するとします。この場合、FilterCriteria オブジェクトは以下のようになります。
{

"Filters": [
{
"Pattern": "{ \"data\": { \"Temperature\": [ {\"numeric\": [ \">\", 50, \"<=\",
60 ] }]}"
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}

]

}

以下は、わかりやすくするためにプレーン JSON で展開したフィルターの Pattern の値を記載していま
す。
{

}

"data": {
"Temperature": [ {"numeric": [ ">", 50, "<=", 60 ] } ]
}

上記の例では、Temperature に比較演算子の数値 (範囲) を使用します。

マルチレベルフィルタリング
イベントフィルタリングを使用して、マルチレベル JSON のフィルタリングを処理することもできます。
例えば、以下のようなデータオブジェクトを持つ DynamoDB ストリームイベントを受け取るとします。
"dynamodb": {
"Keys": {
"Id": {
"N": "101"
}
},
"NewImage": {
"Message": {
"S": "New item!"
},
"Id": {
"N": "101"
}
},
"SequenceNumber": "111",
"SizeBytes": 26,
"StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
}

キー ID 値の N が 101 であるイベントのみを処理したいとしましょう。この場合、FilterCriteria オブ
ジェクトは以下のようになります。
{

}

"Filters": [
{
"Pattern": "{ \"dynamodb\": { \"Keys\": { \"Id\": { \"N\": [ "101" ] } } } }"
}
]

以下は、わかりやすくするためにプレーン JSON で展開したフィルターの Pattern の値を記載していま
す。
{

"dynamodb": {
"Keys": {
"Id": {
"N": [ "101" ]
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}

}

}

}

上記の例では、dynamodb データフィールド内のネストされた複数レイヤーである N に比較演算子の等し
いを使用します。

イベントソースマッピングへのフィルター条件のア
タッチ (コンソール)
Lambda コンソールを使用してフィルター条件を持つ新しいイベントソースマッピングを作成するには、
以下の手順を実行します。

フィルター条件が設定された新しいイベントソースマッピングを作成する (コンソール)
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

イベントソースマッピングを作成する関数の名前を選択します。

3.

[Function overview] (関数の概要) で [Add trigger] (トリガーを追加) をクリックします。

4.

[Trigger configuration] (トリガーの設定) で、イベントフィルタリングをサポートするトリガータイプ
を選択します。これには、[SQS]、[DynamoDB]、および [Kinesis] が含まれます。

5.

[Additional settings] (追加の設定) を展開します。

6.

[Filter criteria] (フィルター条件) で、フィルターを定義して入力します。例えば、以下を入力できま
す。
{ "a" : [ 1, 2 ] }

これは、フィールド a が 1 または 2 に等しいレコードのみを処理するように Lambda に指示します。
7.

[Add] (追加) をクリックします。

コンソールを使用してフィルター条件を入力する場合は、フィルターパターンのみを指定します。上記の
手順のステップ 6 では、{ "a" : [ 1, 2 ] } が以下の FilterCriteria に対応します。
{

}

"Filters": [
{
"Pattern": "{ \"a\" : [ 1, 2 ] }"
}
]

コンソールでイベントソースマッピングを作成すると、トリガーの詳細にフォーマットされた
FilterCriteria が表示されます。コンソールを使用してフィルターを入力する場合、Pattern キーま
たはエスケープ引用符を入力する必要はありません。

Note
デフォルトで、イベントソースごとに 5 つの異なるフィルターを設定できます。イベントソース
ごとに 10 個までクォータの引き上げをリクエストできます。Lambda コンソールでは、アカウン
トの現在のクォータに応じて最大 10 個のフィルターを追加できます。現在のクォータで許可され
ている数よりも多くのフィルターを追加しようとすると、Lambda がイベントソースの作成時に
エラーをスローします。
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イベントソースマッピングへのフィルター条件のア
タッチ (AWS CLI)
イベントソースマッピングに以下の FilterCriteria を設定するとします。
{

}

"Filters": [
{
"Pattern": "{ \"a\" : [ 1, 2 ] }"
}
]

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してこれらのフィルター条件を持つ新しいイベントソー
スマッピングを作成するには、以下のコマンドを実行します。
aws lambda create-event-source-mapping \
--function-name my-function \
--event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue \
--filter-criteria "{\"Filters\": [{\"Pattern\": \"{ \"a\" : [ 1, 2 ]}\"}]}"

この CreateEventSourceMapping (p. 927) コマンドは、指定された FilterCriteria を使用して関数
my-function の新しい Amazon SQS イベントソースマッピングを作成します。
これらのフィルター条件を既存のイベントソースマッピングに追加するには、以下のコマンドを実行しま
す。
aws lambda update-event-source-mapping \
--uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
--filter-criteria "{\"Filters\": [{\"Pattern\": \"{ \"a\" : [ 1, 2 ]}\"}]}"

イベントソースマッピングを更新するには、その UUID が必要であることに注意してくだ
さい。UUID は、ListEventSourceMappings (p. 1041) コールから取得できます。Lambda
は、CreateEventSourceMapping (p. 927) API レスポンスでも UUID を返します。
イベントソースからフィルター条件を削除するには、空の FilterCriteria オブジェクトを使用して以
下の UpdateEventSourceMapping (p. 1114) コマンドを実行できます。
aws lambda update-event-source-mapping \
--uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
--filter-criteria "{}"

フィルタリングが適切な Amazon SQS メッセージ
Amazon SQS メッセージがフィルター条件を満たさない場合、Lambda はそのメッセージをキューから自
動的に削除します。Amazon SQS でこれらのメッセージを手動で削除する必要はありません。
Amazon SQS の場合、メッセージ の body は任意の文字列にすることができますが、body が有効な
JSON フォーマットであることを FilterCriteria が期待する場合は、これが問題になる可能性があり
ます。逆の場合も同様です。着信メッセージの body が有効な JSON 形式である場合に、body がプレー
ン文字列であることをフィルター条件が期待していると、意図しない動作が発生する可能性があります。
この問題を回避するには、FilterCriteria 内の body の形式が、キューから受け取るメッセージ
の body に期待される形式と一致することを確認してください。メッセージをフィルタリングする前
に、Lambda は着信メッセージの body の形式と body に対するフィルターパターンの形式を自動的に評
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価します。一致しない場合、Lambda はメッセージをドロップします。以下は、この評価を要約した表で
す。
着信メッセージの body の形式

フィルターパターンの body の
形式

結果として生じるアクション

プレーン文字列

プレーン文字列

Lambda がフィルター条件に基づ
いてフィルタリングを実行しま
す。

プレーン文字列

データプロパティのフィルター
パターンがない

Lambda がフィルター条件に基づ
いて (他のメタデータプロパティ
のみを) フィルタリングします。

プレーン文字列

有効な JSON

Lambda がメッセージをドロップ
します。

有効な JSON

プレーン文字列

Lambda がメッセージをドロップ
します。

有効な JSON

データプロパティのフィルター
パターンがない

Lambda がフィルター条件に基づ
いて (他のメタデータプロパティ
のみを) フィルタリングします。

有効な JSON

有効な JSON

Lambda がフィルター条件に基づ
いてフィルタリングを実行しま
す。

FilterCriteria の一部として body を含めない場合、Lambda はこのチェックをスキップします。

フィルタリングが適切な Kinesis メッセージと
DynamoDB メッセージ
フィルター条件が Kinesis または DynamoDB レコードを処理すると、ストリームイテレータはこのレコー
ドを通り越して先に進みます。レコードがフィルター条件を満たさない場合に、そのレコードをイベント
ソースから手動で削除する必要はありません。保持期間が過ぎると、Kinesis と DynamoDB はこれらの
古いレコードを自動的に削除します。それより早くレコードを削除したい場合は、「Changing the Data
Retention Period」(データ保持期間の変更) を参照してください。
ストリームイベントソースからのイベントを適切にフィルタリングするには、データフィールドとデータ
フィールドのフィルター条件の両方が有効な JSON 形式である必要があります。(Kinesis のデータフィー
ルドは data で、DynamoDB のデータフィールドは dynamodb です。） フィールドのどちらかが有効な
JSON 形式ではない場合、Lambda はメッセージをドロップするか、例外をスローします。以下は、特定
の動作を要約した表です。
着信データの形式 (data または
dynamodb)

データプロパティのフィルター
パターンの形式

結果として生じるアクション

有効な JSON

有効な JSON

Lambda がフィルター条件に基づ
いてフィルタリングを実行しま
す。

有効な JSON

データプロパティのフィルター
パターンがない

Lambda がフィルター条件に基づ
いて (他のメタデータプロパティ
のみを) フィルタリングします。
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着信データの形式 (data または
dynamodb)

データプロパティのフィルター
パターンの形式

結果として生じるアクション

有効な JSON

JSON 以外

Lambda がイベントソースマッピ
ングの作成または更新時に例外
をスローします。データプロパ
ティのフィルターパターンは、
有効な JSON 形式である必要が
あります。

JSON 以外

有効な JSON

Lambda がレコードをドロップし
ます。

JSON 以外

データプロパティのフィルター
パターンがない

Lambda がフィルター条件に基づ
いて (他のメタデータプロパティ
のみを) フィルタリングします。

JSON 以外

JSON 以外

Lambda がイベントソースマッピ
ングの作成または更新時に例外
をスローします。データプロパ
ティのフィルターパターンは、
有効な JSON 形式である必要が
あります。
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Lambda 関数の状態
関数を呼び出す準備ができたことを示すために、Lambda はすべての関数の関数設定に状態フィールドを
含めます。State は、関数の現在の関数のステータスに関する情報 (関数を正常に呼び出すことができる
かどうかなど) を提供します。関数の状態は、関数呼び出しの動作や関数によるコードの実行方法を変更
するものではありません。関数の状態は以下のとおりです。
• Pending — Lambda は関数を作成した後、関数の状態を保留に設定します。保留状態の場合、Lambda
は関数のリソース (VPC や EFS リソースなど) の作成または設定を試みます。Lambda は、保留状態の
関数を呼び出しません。関数に対する呼び出しやその他の API アクションは、すべて失敗します。
• Active — Lambda がリソース設定とプロビジョニングを完了した後、関数はアクティブ状態に移行し
ます。関数は、アクティブな間のみ正常に呼び出すことができます。
• Failed — リソース設定またはプロビジョニングでエラーが発生したことを示します。
• Inactive — Lambda 用に設定された外部リソースを再利用するのに十分な時間アイドル状態を維持し
た関数は非アクティブになります。非アクティブな関数を呼び出そうとすると、呼び出しは失敗し、関
数リソースが再作成されるまで、Lambda は関数を保留状態に設定します。Lambda がリソースの再作
成に失敗した場合、関数は非アクティブ状態に設定されます。
SDK ベースのオートメーションワークフローを使用している場合、または Lambda のサービス API を直
接呼び出す場合は、呼び出し前に関数の状態をチェックして、関数がアクティブであることを確認しま
す。この操作は、Lambda API アクションの GetFunction (p. 992) を使用するか、AWS SDK for Java 2.0
を使用してウェーターを設定することによって実行することができます。
aws lambda get-function --function-name my-function --query 'Configuration.[State,
LastUpdateStatus]'

次のような出力が表示されます。
[

"Active",
"Successful"

]

関数には、他の 2 つの属性 (StateReason と StateReasonCode) があります。これらは、問題のトラブ
ルシューティングのために関数がアクティブでないときの関数の状態に関する情報とコンテキストを提供
します。
関数の作成が保留中の場合、以下のオペレーションは失敗します。
• 呼び出し (p. 1028)
• UpdateFunctionCode (p. 1124)
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• PublishVersion (p. 1077)

更新中の関数の状態
Lambda は、LastUpdateStatus 属性を使用して、更新中の関数の追加コンテキストを提供します。こ
れは、次のいずれかのステータスです。
• InProgress — 既存の関数で更新が進行中です。関数の更新が進行している間、呼び出しは関数の以前
のコードと設定に移動します。
• Successful — 更新が完了しました。Lambda が更新を完了すると、さらに更新されるまでこの状態を
維持します。
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• Failed — 関数の更新が失敗しました。Lambda は更新を中止します。関数の以前のコードと設定を引
き続き使用できます。

Example
更新中の関数の get-function-configuration の結果を以下に示します。
{

}

"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "nodejs16.x",
"VpcConfig": {
"SubnetIds": [
"subnet-071f712345678e7c8",
"subnet-07fd123456788a036",
"subnet-0804f77612345cacf"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-085912345678492fb"
],
"VpcId": "vpc-08e1234569e011e83"
},
"State": "Active",
"LastUpdateStatus": "InProgress",
...

FunctionConfiguration (p. 1184) には、更新の問題のトラブルシューティングに役立つ他の 2 つの属性
(LastUpdateStatusReason と LastUpdateStatusReasonCode) があります。
非同期更新の進行中、以下のオペレーションは失敗します。
• UpdateFunctionCode (p. 1124)
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• PublishVersion (p. 1077)
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エラー処理と AWS Lambda での自動再試行
関数を呼び出す場合、2 つのタイプのエラーが発生する可能性があります。関数が呼び出しリクエストを
受け取る前にリクエストが拒否されると、呼び出しエラーが発生します。関数エラーは、関数コードまた
はランタイム (p. 84)がエラーを返す場合に発生します。エラータイプに応じて、呼び出しのタイプ、関数
を呼び出すクライアントまたはサービス、エラーを管理するための方針や再試行動作も異なります。
リクエストや発信者、アカウントに関する問題により、呼び出しエラーが発生する可能性があります。呼
び出しエラーには、エラーの原因を示すレスポンス内のエラータイプおよびステータスコードが含まれま
す。

一般的な呼び出しエラー
• リクエスト － リクエストイベントが大きすぎるか JSON が有効ではない、関数が存在しない、パラ
メータ値のタイプが間違っている、のいずれかです。
• 発信者 － ユーザーまたはサービスに、関数を呼び出すアクセス権限がありません。
• アカウント － 関数のインスタンスの最大値が既に実行されているか、リクエストの作成が速すぎます。
AWS CLI や AWS SDK などのようなクライアントは、クライアントタイムアウトやスロットリングエラー
(429)、無効なリクエストにより発生しないその他のエラーを再試行します。呼び出しエラーの完全なリス
トについては、「呼び出し (p. 1028)」を参照してください。
関数エラーは、関数コードや関数コードが使用するランタイムがエラーを返した際に発生します。

一般的な関数エラー
• 関数 － 関数のコードによって例外が生み出されるか、エラーが返されます。
• ランタイム － 時間切れやシンタックスエラーの検出、または JSON への応答オブジェクトのマーシャ
リング失敗により、ランタイムが関数を終了しました。関数はエラーコードで終了しました。
呼び出しエラーとは異なり、関数エラーによって Lambda が 400 番台または 500 番台のステータスコー
ドを返すことはありません。関数からエラーが返された場合、Lambda は、X-Amz-Function-Error と
いう名前のヘッダーに加え、エラーメッセージとその他の詳細を含む JSON 形式のレスポンスを含むこと
でこれを示します。各言語のエラー関数の例については、以下のトピックを参照してください。
• Node.js の AWS Lambda 関数エラー (p. 309)
• Python の AWS Lambda 関数エラー (p. 354)
• Ruby の AWS Lambda 関数エラー (p. 380)
• Java の AWS Lambda 関数エラー (p. 416)
• Go の AWS Lambda 関数エラー (p. 452)
• C# の AWS Lambda 関数エラー (p. 484)
• PowerShell の AWS Lambda 関数エラー (p. 505)
関数を直接呼び出す場合は、エラーを処理する方針を決めます。再試行する、デバッグのためにイベント
をキューに送信する、またはエラーを無視することができます。関数コードが部分的にまたは完全に実行
されている可能性もあれば、まったく実行されない可能性もあります。再試行する場合は、関数コードが
重複したトランザクションや望ましくない副作用を引き起こすことなく同じイベントを複数回処理できる
ようにしてください。
関数を間接的に呼び出す際、呼び出し元やリクエストが遭遇するすべてのサービスの再試行動作について
把握する必要があります。これには、以下のシナリオが含まれます。
• 非同期呼び出し － Lambda は、関数エラーを 2 回再試行します。関数にすべての受信リクエストを処理
する十分なキャパシティがない場合、関数に送信されるまで、イベントはキューの中に数時間または数
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日間保持される可能性があります。正常に処理できなかったイベントを把握するために、デッドレター
キューを設定できます。詳細については、「非同期呼び出し (p. 235)」を参照してください。
• イベントソースマッピング － ストリームから読み取るイベントソースマッピングは、項目のバッチ全
てに対して再試行を実施します。繰り返されるエラーは、そのエラーが解決されるか、項目が期限切れ
になるまで、影響を受けるシャードの処理を妨げます。停止しているシャードを検出するには、Iterator
Age (p. 744) メトリクスをモニタすることができます。
キューから読み取るイベントソースマッピングについては、ソースキューの再試行ポリシーおよび可
視性タイムアウトを設定することで、失敗したイベントの送信先と再試行の間の時間の長さを決定し
ます。詳細については、Lambda のイベントソースマッピング (p. 243) および 他のサービスで AWS
Lambda を使用する (p. 509) のサービス固有のドキュメントを参照してください。
• AWS のサービス － AWS のサービスでは、同期的 (p. 232)または非同期的に関数を呼び出す場合があり
ます。同期呼び出しの場合、サービスは再試行するかどうかを決定します。例えば、Amazon S3 バッ
チオペレーションは、Lambda 関数が TemporaryFailure 応答コードを返す場合、オペレーション
を再試行します。プロキシがアップストリームユーザーまたはクライアントからリクエストするサービ
スは、再試行戦略を持っているか、またはリクエスタにエラー応答をリレーする場合があります。例え
ば、API Gateway は常にエラー応答をリクエスタにリレーします。
非同期呼び出しの場合、動作は関数を非同期的に呼び出した場合と同じです。詳細については、他の
サービスで AWS Lambda を使用する (p. 509) のサービス固有のトピックおよび呼び出しサービスのド
キュメントを参照してください。
• 他のアカウントやクライアント － 他のアカウントへのアクセス権限を付与する場合、関数を呼び出すた
めに設定できるサービスやリソースの制限にリソースベースのポリシー (p. 69)を使用することができま
す。関数を過負荷から守るためには、Amazon API Gateway (p. 515) を使用して、関数の前に API レ
イヤーを設定することを考慮してください。
Lambda アプリケーションのエラーに対応できるよう、Lambda では、Amazon CloudWatch や AWS XRay などのサービスを統合しています。ログやメトリクス、アラーム、関数コード内の問題を迅速に検出
および特定するトレーシング、API またはアプリケーションをサポートするその他のリソースを組み合わ
せて使用することができます。詳細については、「Lambda アプリケーションのモニタリングとトラブル
シューティング (p. 735)」を参照してください。
エラーを検出して処理するために CloudWatch Logs サブスクリプション、X-Ray トレーシング、Lambda
関数を使用するサンプルアプリケーションについては、「AWS Lambda の Error Processor サンプルアプ
リケーション (p. 829)」を参照してださい。
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コンソールでの Lambda 関数のテスト
コンソールで Lambda 関数をテストするには、テストイベントを使用して関数を呼び出します。テストイ
ベントとは、関数への JSON 入力です。関数が入力を必要としない場合、イベントは空のドキュメント
({}) にすることができます。

プライベートテストイベント
プライベートテストイベントは、イベント作成者のみが使用でき、追加のアクセス許可は必要ありませ
ん。関数ごとに、最大 10 個のプライベートテストイベントを作成し保存できます。

プライベートテストイベントを作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

テストする関数の名前を選択します。

3.

[Test] (テスト) タブを選択します。

4.

[Test event] (テストイベント) で、次の作業を行います。

5.

a.

[Template] (テンプレート) を選択します。

b.

テストの [Name] (名前) を入力します。

c.

テキスト入力ボックスに、JSON テストイベントを入力します。

d.

[Event sharing settings] (イベント共有設定) で、[Private] (プライベート) を選択します。

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

また、[Code] (コード) タブで新しいテストイベントを作成することもできます。そこから、[Test] (テス
ト)、[Configure test event] (テストイベントの設定) を選択します。

共有可能なテストイベント
共有可能なテストイベントとは、同じ AWS アカウントの他の AWS Identity and Access Management
(IAM) ユーザーと共有できるテストイベントです。他のユーザーの共有可能なテストイベントを編集し、
それを使用して関数を呼び出すことができます。
Lambda は、共有可能なテストイベントをスキーマとして lambda-testevent-schemas という名前の
Amazon EventBridge (CloudWatch Events) スキーマレジストリに保存します。Lambda はこのレジストリ
を使用して、作成した共有可能なテストイベントを保存したり呼び出したりするので、このレジストリの
編集や lambda-testevent-schemas 名を使用したレジストリの作成はしないようにお勧めします。
共有可能なテストイベントを表示、共有、編集するには、次の EventBridge (CloudWatch Events) スキー
マレジストリ API オペレーションのすべてについてアクセス許可が付与されている必要があります。
• schemas.CreateRegistry
• schemas.CreateSchema
• schemas.DeleteSchema
• schemas.DeleteSchemaVersion
• schemas.DescribeRegistry
• schemas.DescribeSchema
• schemas.GetDiscoveredSchema
• schemas.ListSchemaVersions
• schemas.UpdateSchema
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共有可能なテストイベントに加えた編集を保存すると、そのイベントが上書きされることに注意してくだ
さい。
共有可能なテストイベントを作成、編集、または表示できない場合は、アカウントにこれらのオペレー
ションに必要なアクセス許可があることを確認してください。必要なアクセス許可を持っていても、共有
可能なテストイベントにアクセスできない場合は、EventBridge (CloudWatch Events) レジストリへのアク
セスを制限している可能性があるリソースベースのポリシー (p. 69)がないか確認します。

共有可能なテストイベントを作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

テストする関数の名前を選択します。

3.

[Test] (テスト) タブを選択します。

4.

[Test event] (テストイベント) で、次の作業を行います。

5.

a.

[Template] (テンプレート) を選択します。

b.

テストの [Name] (名前) を入力します。

c.

テキスト入力ボックスに、JSON テストイベントを入力します。

d. [Event sharing settings] (イベント共有設定) で、[Shareable] (共有可能) を選択します。
[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

テストイベントで関数を呼び出す
コンソールでテストイベントを実行すると、Lambda はテストイベントと同期して関数を呼び出します。
関数ランタイムは JSON ドキュメントをオブジェクトに変換し、コードのハンドラーメソッドに渡して処
理します。

関数をテストするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.
4.

テストする関数の名前を選択します。
[Test] (テスト) タブを選択します。
[Test event] (テストイベント) で、[Saved event] (保存したイベント) を選択し、使用する保存したイ
ベントを選択します。

5.
6.

[Test] (テスト) を選択します。
テスト結果を確認するには、[Execution result] (実行結果) で、[Details] (詳細) を展開します。

テストイベントを保存せずに関数を呼び出すには、保存する前に [Test] (テスト) を選択します。これによ
り、Lambda がセッション期間中だけ保持し、保存されないテストイベントが作成されます。
また、[Code] (コード) タブで保存されたテストイベントおよび保存されないテストイベントにアクセスす
ることもできます。そこから、[Test] (テスト) を選択し、テストイベントを選択します。

共有可能なテストイベントスキーマの削除
共有可能なテストイベントを削除すると、Lambda はそれらを lambda-testevent-schemas レジスト
リから削除します。レジストリから最後の共有可能なテストイベントを削除すると、Lambda はレジスト
リを削除します。
関数を削除しても、Lambda は関連付けられた共有可能なテストイベントスキーマを削除しません。これ
らのリソースは、EventBridge (CloudWatch Events) コンソール から手動でクリーンアップする必要があ
ります。
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Lambda 拡張機能の使用
Lambda 拡張機能を使用して Lambda 関数を補強できます。例えば、Lambda 拡張機能を使用して、任意
のモニタリングツール、オブザーバビリティツール、セキュリティツール、およびガバナンスツールに関
数を統合できます。AWS Lambda パートナーが提供する幅広いツールセットから選択することも、独自の
Lambda 拡張機能を作成する (p. 104)こともできます。
Lambda は、外部拡張機能と内部拡張機能をサポートしています。外部拡張機能は、実行環境で独立した
プロセスとして実行され、関数の呼び出しが完全に処理された後も引き続き実行されます。拡張機能は
別々のプロセスとして実行されるため、関数とは異なる言語で記述できます。すべての Lambda ランタイ
ム (p. 84) は拡張機能をサポートします。
内部拡張機能は、ランタイムプロセスの一部として実行されます。関数は、ラッパースクリプトまたは
JAVA_TOOL_OPTIONS などのインプロセスメカニズムを使用して、内部拡張機能にアクセスします。詳細
については、「ランタイム環境の変更 (p. 88)」を参照してください。
Lambda コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Infrastructure as Code (IAC) サー
ビス、およびツール (AWS CloudFormation、AWS Serverless Application Model (AWS SAM)、Terraform
など) を使用して、関数に拡張機能を追加できます。
料金は、拡張機能の実行時間 (1 ms 単位) に対して課金されます。拡張機能の料金の詳細について
は、AWS Lambda 料金表を参照してください。パートナー拡張機能の料金については、パートナーのウェ
ブサイトを参照してください。独自の拡張機能をインストールする場合、料金は発生しません。
トピック
• 実行環境 (p. 262)
• パフォーマンスとリソースへの影響 (p. 263)
• アクセス許可 (p. 263)
• 拡張子の設定 (.zip ファイルアーカイブ) (p. 263)
• コンテナイメージでの拡張機能の使用 (p. 264)
• 次のステップ (p. 264)

実行環境
Lambda は、実行環境 (p. 103)で関数を呼び出します。これにより、安全で分離されたランタイム環境が
提供されます。実行環境は、関数の実行に必要なリソースを管理し、関数のランタイムおよび拡張機能の
ライフサイクルサポートを提供します。
実行環境のライフサイクルには、以下のフェーズが含まれています。
• Init: このフェーズ中、Lambda は、設定したリソースを使用して実行環境を作成またはフリーズ解除
し、関数コードとすべてのレイヤーをダウンロードして、拡張機能とランタイムを初期化し、関数の初
期化コード (メインハンドラーの外部にあるコード) を実行します。Init フェーズは、最初の呼び出し
中か、プロビジョニング済みの同時実行 (p. 189)を有効にしている場合は関数呼び出しの前に、発生し
ます。
Init フェーズは、Extension init、Runtime init、Function init の 3 つのサブフェーズに分
割されます。これらのサブフェーズでは、関数コードが実行される前に、すべての拡張機能とランタイ
ムがそのセットアップタスクを完了します。
• Invoke: このフェーズでは、Lambda は関数ハンドラーを呼び出します。関数が実行され、完了する
と、Lambda は、別の関数呼び出しを処理する準備をします。
• Shutdown: このフェーズは、Lambda 関数が一定期間呼び出しを受け入れなと、トリガーされま
す。Shutdown フェーズでは、Lambda はランタイムをシャットダウンし、拡張機能にアラートを出し
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てそれらを完全に停止させた後、環境を削除します。Lambda は、各拡張機能に Shutdown イベントを
送信します。これにより、環境がシャットダウンされようとしていることを各拡張機能に伝えます。
Init フェーズでは、Lambda は拡張機能を含むレイヤーを実行環境の /opt ディレクトリに抽出しま
す。Lambda は、/opt/extensions/ ディレクトリで拡張機能を検索し、各ファイルを拡張機能を起動
するための実行可能なブートストラップであると解釈し、すべての拡張機能を並行して開始します。

パフォーマンスとリソースへの影響
関数の拡張機能のサイズは、デプロイパッケージのサイズ制限に対してカウントされます。アーカイブの
Zip ファイルについては、関数とすべての拡張機能を解凍した後の合計サイズは、解凍後のデプロイパッ
ケージのサイズ制限 250 MB を超えることはできません。
拡張機能は、CPU、メモリ、ストレージなどの関数リソースを共有するため、関数のパフォーマンスに影
響を与える可能性があります。例えば、拡張機能で計算負荷の高いオペレーションを実行する場合、関数
の実行時間が長くなることがあります。
Lambda が関数を呼び出す前に、各拡張機能の初期化を完了する必要があります。したがって、初期化に
かなり時間がかかる拡張機能は、関数呼び出しのレイテンシーを増やす可能性があります。
関数の実行後に拡張機能によって発生する追加時間を測定するに
は、PostRuntimeExtensionsDuration 関数メトリクス (p. 744)を使用できます。使用されるメモリ
の増加を測定するには、MaxMemoryUsed メトリクスを使用できます。特定の拡張機能の影響を理解する
ために、異なるバージョンの関数を並行して実行できます。

アクセス許可
拡張機能は、関数と同じリソースにアクセスできます。拡張機能は関数と同じ環境内で実行されるため、
アクセス許可は関数と拡張機能の間で共有されます。
アーカイブの Zip ファイルの場合、AWS CloudFormation テンプレートを作成することで、複数の関数に
AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を含む、同じ拡張機能の設定をアタッチする作
業を簡略化できます。

拡張子の設定 (.zip ファイルアーカイブ)
関数に、Lambda レイヤー (p. 161)として拡張機能を追加できます。レイヤーを使用すれば、組織全体ま
たは Lambda デベロッパーのコミュニティ全体で拡張機能を共有できます。1 つ以上の拡張機能をレイ
ヤーに追加できます。1 つの関数に最大 10 個の拡張機能を登録できます。
レイヤーの場合と同じメソッドを使用して、関数に拡張機能を追加します。詳細については、「Lambda
関数でのレイヤーの使用 (p. 226)」を参照してください。

関数に拡張機能を追加する (コンソール)
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

選択されていない場合は、[Code (コード)] タブを選択します。

4.

[レイヤー] で、[Edit (編集)] を選択します。

5.

[Choose a layer] の [Specify an ARN] を選択します。

6.

[Specify an ARN] に、拡張機能レイヤーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。

7.

[Add] (追加) を選択します。

263

AWS Lambda デベロッパーガイド
コンテナイメージでの拡張機能の使用

コンテナイメージでの拡張機能の使用
コンテナイメージ (p. 148)に拡張機能を追加できます 。ENTRYPOINT コンテナイメージ設定では、関数
のメインプロセスを指定します。Dockerfile で ENTRYPOINT 設定を行うか、関数設定のオーバーライド
として設定します。
コンテナ内で複数のプロセスを実行できます。Lambda は、メインプロセスと任意の追加プロセスのライ
フサイクルを管理します。Lambda は、拡張機能 API (p. 104) を使用して、拡張機能のライフサイクルを
管理します。

外部拡張機能の追加の例
外部拡張機能は、Lambda 関数とは別のプロセスで実行されます。Lambda は、/opt/extensions/
ディレクトリで各拡張モジュールのプロセスを開始します。Lambda は、拡張機能 API を使用して、拡張
機能のライフサイクルを管理します。関数が実行され完了すると、Lambda はそれぞれの外部拡張機能に
Shutdown イベントを送信します。

Example Python ベースイメージに外部拡張機能を追加する
FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.8
# Copy and install the app
COPY /app /app
WORKDIR /app
RUN pip install -r requirements.txt
# Add an extension from the local directory into /opt
ADD my-extension.zip /opt
CMD python ./my-function.py

次のステップ
拡張機能の詳細を参照するには、次のリソースをお勧めします。
• 基本的な使用例については、AWS Lambda コンピューティングブログの Building Extensions for AWS
を参照してください。
• AWS Lambda パートナーが提供する拡張機能の詳細については、AWS Lambda コンピューティングブ
ログの AWS 拡張機能の紹介を参照してください。
• 利用可能な拡張機能とラッパースクリプトの例については、AWS Lambda サンプル GitHub リポジトリ
の「AWS Extensions」を参照してください。
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コンテナイメージとして定義された関数の呼び出し
コンテナイメージとして定義された Lambda 関数では、.zip ファイルアーカイブとして定義された関数
と、呼び出し時の関数の動作が非常によく似ています。次のセクションでは、類似点と相違点に重点をお
きます。
トピック
• 関数のライフサイクル (p. 265)
• 関数の呼び出し (p. 265)
• イメージのセキュリティ (p. 265)

関数のライフサイクル
新規または更新済みのコンテナイメージをアップロードすると、Lambda は、関数が呼び出しを処理する
前にイメージを最適化します。最適化プロセスには数秒かかる場合があります。この関数は、プロセスが
完了するまで Pending 状態のままです。その後、関数は Active 状態に移行します。Pending 状態のと
きに関数を呼び出すことはできますが、関数に対する他のオペレーションは失敗します。イメージ更新の
進行中に発生した呼び出しは、以前のイメージのコードを実行します。
数週間にわたって関数が呼び出されない場合、Lambda は最適化されたバージョンを再利用し、関数
は Inactive 状態に移行します。関数を再度アクティブにするには、関数を呼び出す必要がありま
す。Lambda は最初の呼び出しを拒否し、関数は Lambda がイメージを再最適化するまで Pending 状態
に入ります。その後、関数は Active 状態に戻ります。
Lambda は、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリから、関連するコンテナイメー
ジを定期的に取得します。対応するコンテナイメージが Amazon ECR に存在しなくなった場合、またはア
クセス許可が失効した場合、関数は Failed 状態になり、Lambda が関数呼び出しに対して失敗を返しま
す。
Lambda API を使用して、関数の状態に関する情報を取得できます。詳細については、「Lambda 関数の
状態 (p. 256)」を参照してください。

関数の呼び出し
関数を呼び出すと、Lambda は実行環境にコンテナイメージをデプロイします。Lambda は拡張機
能 (p. 264)を初期化してから、関数の初期化コード (メインハンドラ外のコード) を実行します。関数の初
期化期間は、請求される実行時間に含まれていることに注意してください。
その後、Lambda は、関数設定 (ENTRYPOINT および CMD コンテナイメージ設定 (p. 155)) で指定された
コードエントリポイントを呼び出して関数を実行します。

イメージのセキュリティ
Lambda が元のソース (Amazon ECR) から最初にコンテナイメージをダウンロードするとき、コンテナ
イメージは、認証されたコンバージェント暗号化方式を使用して最適化、暗号化、および保存されます。
顧客データの復号化に必要なすべてのキーは、AWS KMS カスタマー管理のキーを使用して保護されま
す。Lambda によるカスタマー管理のキーの使用状況を追跡および監査するために、AWS CloudTrail ロ
グ (p. 538)を表示できます。
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Lambda 関数 URL
関数 URL は、Lambda 関数のための専用 HTTP エンドポイントです。関数 URL の作成と設定に
は、Lambda コンソールまたは Lambda API を使用します。関数 URL を作成すると、一意の URL エンド
ポイントが Lambda により自動的に生成されます。関数 URL を作成した後に、その URL エンドポイント
が変更されることはありません。関数 URL のエンドポイントでは、次の形式を使用します。
https://<url-id>.lambda-url.<region>.on.aws

関数 URL はデュアルスタックに対応しており、IPv4 と IPv6 をサポートしています。関数のために URL
を設定した後は、ウェブブラウザ、curl、Postman、または任意の HTTP クライアントから HTTP エン
ドポイントを介して、その関数を呼び出せるようになります。Lambda 関数 URL では、セキュリティと
アクセスコントロールのために、リソースベースのポリシー (p. 69)を使用します。また、Cross-Origin
Resource Sharing (CORS) 設定オプションを、関数 URL に設定することも可能です。
関数 URL は、任意の関数エイリアス、もしくは $LATEST の未公開な関数バージョンに対して適用できま
す。関数 URL は、他の関数バージョンに追加することはできません。
トピック
• Lambda 関数 URL の作成と管理 (p. 267)
• Lambda 関数 URL におけるセキュリティと認証モデル (p. 272)
• Lambda 関数 URL の呼び出し (p. 278)
• Lambda 関数 URL のモニタリング (p. 285)
• チュートリアル: 関数 URL を使用する Lambda 関数の作成 (p. 287)
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Lambda 関数 URL の作成と管理
関数 URL は、Lambda 関数のための専用 HTTP エンドポイントです。関数 URL の作成と設定に
は、Lambda コンソールまたは Lambda API を使用します。関数 URL を作成すると、一意の URL エンド
ポイントが Lambda により自動的に生成されます。関数 URL を作成した後に、その URL エンドポイント
が変更されることはありません。関数 URL のエンドポイントでは、次の形式を使用します。
https://<url-id>.lambda-url.<region>.on.aws

トピック
• 関数 URL の作成 (コンソール) (p. 267)
• 関数 URL の作成 (AWS CLI) (p. 268)
• CloudFormation テンプレートへの関数 URL の追加 (p. 269)
• クロスオリジンリソース共有 (CORS) (p. 270)
• 関数 URL のスロットリング (p. 270)
• 関数 URL の非アクティブ化 (p. 271)
• 関数 URL の削除 (p. 271)

関数 URL の作成 (コンソール)
コンソールを使用して関数 URL を作成するには、以下の手順に従います。

既存の関数のために関数 URL を作成するには (コンソール)
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数 URL を作成する関数の名前を選択します。

3.

[Configuration] (設定) タブを開き、次に [Function URL] (関数 URL) をクリックします。

4.

[Create function URL] (関数 URL を作成) をクリックします。

5.

[Auth Type] (認証タイプ) で、[AWS_IAM] または [NONE] (無し) を選択します。関数 URL での認証の
詳細については、「セキュリティと認証モデル (p. 272)」を参照してください。

6.

(オプション) [Cross-Origin Resource Sharing (CORS)] をクリックした後に、関数 URL の CORS 設定
を作成します。CORS の詳細については、クロスオリジンリソース共有 (CORS) (p. 270) を参照し
てください。

7.

[Save] を選択します。

これにより、未公開関数の $LATEST バージョン用として関数 URL が作成されます。関数 URL は、コン
ソールの [Function overview] (関数の概要) セクションに表示されます。

既存のエイリアスのために関数 URL を作成するには (コンソール)
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数 URL を作成するエイリアスを持つ関数の名前を選択します。

3.

[Aliases] (エイリアス) タブを開き、関数 URL を作成するエイリアスの名前を選択します。

4.

[Configuration] (設定) タブを開き、次に [Function URL] (関数 URL) をクリックします。

5.

[Create function URL] (関数 URL を作成) をクリックします。

6.

[Auth Type] (認証タイプ) で、[AWS_IAM] または [NONE] (無し) を選択します。関数 URL での認証の
詳細については、「セキュリティと認証モデル (p. 272)」を参照してください。
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7.

(オプション) [Cross-Origin Resource Sharing (CORS)] をクリックした後に、関数 URL の CORS 設定
を作成します。CORS の詳細については、クロスオリジンリソース共有 (CORS) (p. 270) を参照し
てください。

8.

[Save] を選択します。

これにより、関数エイリアス用に関数 URL が作成されます。関数 URL は、コンソール上で、エイリアス
の [Function overview] (関数の概要) セクションに表示されます。

関数 URL を使用して新しい関数を作成するには (コンソール)
関数 URL を使用して新しい関数を作成するには (コンソール)
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

3.

基本的な情報 で、以下の作業を行います。
a.

[Function name] (関数名) に関数の名前を入力します (例: my-function)。

b.

[Runtime] (ランタイム) で、好みの言語用のランタイム (Node.js 14.x など) を選択します。

c.

[Architecture] (アーキテクチャ) では、「x86_64」または「arm64」のいずれかを選択します。

d.

[Permissions] (アクセス許可) を展開し、新しい実行ロールを作成するか、既存のロールを使用す
るかを選択します。

4.

[Advanced settings] (詳細設定) を展開し、[Function URL] (関数 URL) を選択します。

5.

[Auth Type] (認証タイプ) で、[AWS_IAM] または [NONE] (無し) を選択します。関数 URL での認証の
詳細については、「セキュリティと認証モデル (p. 272)」を参照してください。

6.

(オプション) [Configure cross-origin resource sharing (CORS)] (Cross-Origin Resource Sharing
(CORS) の設定) をクリックします。関数の作成時にこのオプションを選択すると、関数 URL はデ
フォルトで、すべてのオリジンからのリクエストを許可します。関数 URL の CORS 設定は、関
数の作成が完了した後に編集できます。CORS の詳細については、クロスオリジンリソース共有
(CORS) (p. 270) を参照してください。

7.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

これにより、未公開の関数バージョン $LATEST で、関数 URL を持つ新しい関数が作成されます。関数
URL は、コンソールの [Function overview] (関数の概要) セクションに表示されます。

関数 URL の作成 (AWS CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、既存の Lambda 関数の関数 URL を作成するには、
次のコマンドを実行します。
aws lambda create-function-url-config \
--function-name my-function \
--qualifier prod \ // optional
--auth-type AWS_IAM
--cors-config {AllowOrigins="https://example.com"} // optional

これにより、my-function 関数の prod 修飾子に関数 URL が追加されます。これらの構成パラメータの
詳細については、API リファレンスの「CreateFunctionUrlConfig」を参照してください。

Note
AWS CLI を介して関数 URL を作成するには、対象の関数が既に存在している必要があります。
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CloudFormation テンプレートへの関数 URL の追加
AWS::Lambda::Url リソースを AWS CloudFormation テンプレートに追加するには、次の構文を使用し
ます。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Lambda::Url",
"Properties" : {
"AuthType" : String,
"Cors" : Cors,
"Qualifier" : String,
"TargetFunctionArn" : String
}

YAML
Type: AWS::Lambda::Url
Properties:
AuthType: String
Cors:
Cors
Qualifier: String
TargetFunctionArn: String

パラメータ
• (必須) AuthType – 関数 URL で使用する認証のタイプを定義します。これに使用できる値は、AWS_IAM
または NONE です。アクセスを認証された IAM ユーザーのみに制限するには、値に AWS_IAM をセッ
トします。IAM 認証をバイパスし、任意のユーザーが関数にリクエストを送信できるようにするに
は、NONE をセットします。
• (オプション) Cors – 関数 URL のための CORS 設定 (p. 270)を定義します。CloudFormation 内の
AWS::Lambda::Url リソースに Cors を追加するには、次の構文を使用します。

Example AWS::Lambda::Url.Cors (JSON)
{

}

"AllowCredentials" : Boolean,
"AllowHeaders" : [ String, ... ],
"AllowMethods" : [ String, ... ],
"AllowOrigins" : [ String, ... ],
"ExposeHeaders" : [ String, ... ],
"MaxAge" : Integer

Example AWS::Lambda::Url.Cors (YAML)
AllowCredentials: Boolean
AllowHeaders:
- String
AllowMethods:
- String
AllowOrigins:
- String

269

AWS Lambda デベロッパーガイド
クロスオリジンリソース共有 (CORS)
ExposeHeaders:
- String
MaxAge: Integer

• (オプション) Qualifier – エイリアス名。
• (必須) TargetFunctionArn – Lambda 関数の名前、または Amazon リソースネーム (ARN)。名前とし
て使用できる値には次のようなものがあります。
• 関数名 – my-function
• 関数 ARN – arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function
• 部分的な ARN – 123456789012:function:my-function

クロスオリジンリソース共有 (CORS)
さまざまなオリジンによる、関数 URL へのアクセス方法を定義するには、Cross-Origin Resource Sharing
(CORS) を使用します。異なるドメインから関数 URL を呼び出す場合は、CORS を設定することをお勧め
します。Lambda では、関数 URL 用として、以下の CORS ヘッダーをサポートしています。
CORS ヘッダー

CORS 設定プロパティ

値の例

Access-Control-Allow-Origin

AllowOrigins

* (すべてのオリジンを許可する)
https://www.example.com
http://localhost:60905

Access-Control-Allow-Methods

AllowMethods

GET, POST, DELETE, *

Access-Control-Allow-Headers

AllowHeaders

Date, Keep-Alive, X-CustomHeader

Access-Control-Expose-Headers

ExposeHeaders

Date, Keep-Alive, X-CustomHeader

Access-Control-Allow-Credentials AllowCredentials

TRUE

Access-Control-Max-Age

5 (デフォルト)300

MaxAge

Lambda コンソールまたは AWS CLI を使用して、関数 URL のために CORS を設定すると、Lambda は
関数 URL を介して、すべてのレスポンスに CORS ヘッダーを自動的に追加するようになります。あるい
は、手動で CORS ヘッダーを関数レスポンスに追加することも可能です。競合するヘッダーがある場合、
関数 URL で設定された CORS ヘッダーが優先されます。

関数 URL のスロットリング
スロットリングは、関数がリクエストを処理するレートを制限します。これは、関数からダウンストリー
ムリソースに過剰な負荷がかからないようにしたり、リクエストの急増に対応するなど、多くの状況で役
立ちます。
予約済み同時実行数を設定することで、関数 URL を介して Lambda 関数が処理するリクエストのレート
をスロットリングできます。予約済み同時実行数は、関数を同時に呼び出せる最大数を制限します。関数
に対する 1 秒あたりの最大リクエストレート (RPS) は、設定された予約済み同時実行数の 10 倍に相当し
ます。例えば、関数の予約済み同時実行数を 100 に設定すると、最大 RPS は 1,000 になります。
関数の同時実行数が、予約済み同時実行数を超えるたびに、関数 URL は HTTP ステータスコードの 429
を返します。設定された予約済み同時実行数を基に、それを 10 倍した最大の RPS 値を超えるリクエスト
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を関数が受信した場合は、ユーザーに対しても HTTP の 429 エラーが表示されます。予約済み同時実行数
の詳細については、「Lambda の予約済み同時実行数の管理 (p. 186)」を参照してください。

関数 URL の非アクティブ化
緊急時には、関数 URL へのすべてのトラフィックを拒否する必要が生じることがあります。関数 URL を
非アクティブ化するには、予約済み同時実行数を 0 に設定します。これにより、関数 URL へのすべての
リクエストがスロットリングされ、HTTP ステータスレスポンスには 429 が返されます。関数 URL を再
アクティブ化するには、予約済み同時実行数を 1 以上の値に設定するか、この設定全体を削除します。

関数 URL の削除
関数の URL を削除すると、元に戻すことはできません。新しい関数 URL を作成すると、異なる URL ア
ドレスになります。
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.

関数の名前を選択します。
[Configuration] (設定) タブを開き、次に [Function URL] (関数 URL) をクリックします。

4.

[削除] を選択します。

5.

フィールドに [delete] (削除) という単語を入力して、削除を確認します。

6.

[削除] を選択します。

Note
認証タイプ NONE で関数 URL を削除した場合、Lambda では、関連するリソースベースのポリ
シーが自動的に削除されません。このポリシーを削除する場合は、手動で削除する必要がありま
す。
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Lambda 関数 URL におけるセキュリティと認証モ
デル
特定の関数にアタッチされたリソースベースのポリシー (p. 69)に、AuthType パラメータを組み合わせて
使用することで、Lambda 関数 URL へのアクセスを制御できます。これら 2 つのコンポーネントの設定に
よって、関数 URL のために他の管理アクションを呼び出したり実行できるユーザーを指定します。
AuthType パラメーターは、関数 URL へのリクエストを Lambda が認証または承認する方法を決定しま
す。関数 URL を設定する場合は、以下の AuthType オプションのいずれかを指定する必要があります。
• AWS_IAM – Lambda では、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、IAM プリンシパル
の ID ポリシーと関数のリソースベースのポリシーに基づいて、リクエストを認証および承認します。関
数 URL を使用しての関数呼び出しを、認証された IAM ユーザーとロールのみに制限する場合は、この
オプションを選択します。
• NONE – Lambda では、関数を呼び出す前の認証を実行しません。ただし、関数のリソースベースのポリ
シーは常に有効であり、関数 URL がリクエストを受信できるようにするには、パブリックアクセスを許
可する必要があります。関数 URL への、未認証でパブリックなアクセスを許可するには、このオプショ
ンを選択します。
関数を呼び出そうとする他の AWS アカウント に対しては、AuthType だけではなくリソースベースのポ
リシーを使用することでも、アクセス許可を付与することができます。詳細については、「Lambda での
リソースベースのポリシーの使用 (p. 69)」を参照してください。
セキュリティに関するさらなるインサイトを得るには、AWS Identity and Access Management Access
Analyzer 使用して、関数 URL への外部アクセスの包括的な分析を取得します。IAM Access Analyzer
は、Lambda 関数における新規または更新済みのアクセス許可を監視し、パブリックおよびクロスアカ
ウントのアクセスのために付与する許可を特定するのに役立ちます。すべての AWS のお客様は、IAM
Access Analyzer を無料で利用できます。IAM Access Analyzer の使用開始方法については、「AWS IAM
Access Analyzer を使用する」を参照してください。
このページでは、両方の認証タイプによるリソースベースのポリシーの例と、これらのポリシーの作成
に、AddPermission (p. 915) API オペレーションまたは Lambda コンソールを使用する方法について説
明します。アクセス許可の設定後に関数 URL を呼び出す方法については、「Lambda 関数 URL の呼び出
し (p. 278)」を参照してください。
トピック
• AWS_IAM 認証タイプの使用 (p. 272)
• NONE 認証タイプの使用 (p. 274)
• ガバナンスとアクセスコントロール (p. 275)

AWS_IAM 認証タイプの使用
AWS_IAM 認証タイプが選択されている場合は、Lambda 関数 URL を呼び出す必要のあるユーザーに
は、lambda:InvokeFunctionUrl アクセス許可が付与されている必要があります。呼び出しリクエス
トを実行するユーザーによっては、このアクセス許可を付与するために、リソースベースのポリシーを使
用することが必要になります。
リクエストを実行するプリンシパルが関数 URL と同じ AWS アカウント 内にある場合、このプリンシ
パルには、アイデンティティベースのポリシー内に lambda:InvokeFunctionUrl のアクセス許可
があるか、または、関数のリソースベースのポリシー内でアクセス許可が付与されているか、そのど
ちらかが必要です。つまり、既にユーザーがアイデンティティベースのポリシー内にアクセス許可
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lambda:InvokeFunctionUrl を持っている場合は、リソースベースのポリシーはオプションです。ポ
リシー評価は、「Determining whether a request is allowed or denied within an account」(アカウント内の
リクエストの許可または拒否の決定) で説明されているルールに従います。
リクエストを行うプリンシパルが別のアカウントにある場合、そのプリンシパルには、アクセス許可
lambda:InvokeFunctionUrl を付与する ID ベースのポリシーがあること、および、呼び出そうとして
いる関数のためのリソースベースのポリシー内でアクセス許可が付与されていること、その両方が必要と
なります。これらクロスアカウントのケースでのポリシー評価は、「Determining whether a cross-account
request is allowed」(クロスアカウントリクエスト許可されているかどうかの確認) で説明されているルー
ルに従います。
次に示す、クロスアカウントでのインタラクション用のリソースベースのポリシー例では、AWS アカウン
ト 444455556666 内で、example ロールに対し関数 my-function に関連付けられた関数 URL を呼び
出すことを許可しています。

Example 関数 URL のクロスアカウント呼び出しポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::444455556666:role/example"
},
"Action": "lambda:InvokeFunctionUrl",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-function",
"Condition": {
"StringEquals": {
"lambda:FunctionUrlAuthType": "AWS_IAM"
}
}
}
]

このポリシーステートメントは、以下の手順に従いコンソールから作成できます。

別のアカウントに URL の呼び出し許可を付与するには (コンソール)
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.
4.

URL での呼び出し許可を付与する関数の名前を選択します。
[Configuration] (設定) タブを開き、次に [Permissions] (アクセス許可) をクリックします。
[Resource-based policy] (リソースベースのポリシー) で、[Add permissions] (アクセス許可を追加) を
クリックします。

5.
6.
7.

[Function URL] (関数 URL) をクリックします。
[Auth Type] (認証タイプ) で [AWS_IAM] を選択します。
(オプション) [Statement ID] (ステートメント ID) で、ポリシーステートメントのステートメント ID を
入力します。
[Principal] (プリンシパル) では、アクセス許可を付与する IAM ユーザーまたはロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を入力します。例: arn:aws:iam::444455556666:role/example。
[Save] を選択します。

8.
9.

または、次の add-permission AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンド 使用して、このポリシー
ステートメントを作成することもできます。
aws lambda add-permission --function-name my-function \
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--statement-id example0-cross-account-statement \
--action lambda:InvokeFunctionUrl \
--principal arn:aws:iam::444455556666:role/example \
--function-url-auth-type AWS_IAM

前の例では、条件キー lambda:FunctionUrlAuthType の値は AWS_IAM です。このポリシーでは、関
数 URL の認証タイプも AWS_IAM である場合にのみアクセスを許可します。

NONE 認証タイプの使用
Important
関数 URL の認証タイプが NONE で、リソースベースのポリシーでパブリックアクセスを許可して
いる場合には、認証されていないすべてのユーザーが、関数 URL を使用して関数を呼び出すこと
ができます。
場合によると、関数 URL の公開が必要な場合もあります。例えば、ウェブブラウザから直接行われたリク
エストを処理する場合などです。関数 URL へのパブリックアクセスを許可するには、認証タイプに NONE
を選択します
NONE の認証タイプを選択すると、Lambda は関数 URL へのリクエストに対して IAM による認証を行
いません。この場合でも、依然としてユーザーには、関数 URL を正常に呼び出すためのアクセス許可
lambda:InvokeFunctionUrl が必要です。アクセス許可 lambda:InvokeFunctionUrl は、以下の
リソースベースのポリシーを使用して付与することが可能です。

Example すべての認証されていないプリンシパル向けの関数 URL 呼び出しポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "lambda:InvokeFunctionUrl",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-function",
"Condition": {
"StringEquals": {
"lambda:FunctionUrlAuthType": "NONE"
}
}
}
]

Note
コンソール経由または AWS Serverless Application Model (AWS SAM) を使用し、認証タイプ
NONE の関数 URL を作成すると、Lambda は上記のリソースベースのポリシーステートメン
トを自動的に作成します。ポリシーがすでに存在する場合、またはアプリケーションを作成
しているユーザーまたはロールに適切なアクセス権限がない場合、Lambda はポリシーを作成
しません。AWS CLI、AWS CloudFormation、または Lambda API を直接使用している場合に
は、lambda:InvokeFunctionUrl のアクセス許可を手作業で追加する必要があります。これに
より、関数はパブリックになります。
さらに、認証タイプ NONE で関数 URL を削除した場合、Lambda では、関連するリソースベース
のポリシーが自動的に削除されません。このポリシーを削除する場合は、手動で削除する必要が
あります。
このステートメントでは、条件キー lambda:FunctionUrlAuthType の値は NONE です。このポリシー
ステートメントは、関数 URL の認証タイプも NONE である場合にのみアクセスを許可します。
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関数のリソースベースのポリシーがアクセス許可 lambda:invokeFunctionUrl を付与していない場
合、関数 URL の呼び出しを試みたユーザーは 403 Forbidden エラーコードを受け取ります。これは、関数
URL の認証タイプが NONE の場合も発生します。

ガバナンスとアクセスコントロール
関数 URL の呼び出しに関するアクセス許可に加えて、関数 URL の設定に使用するアクションによっても
アクセス制御が可能です。Lambda では、関数 URL に対して次の IAM ポリシーアクションがサポートさ
れます。
• lambda:InvokeFunctionUrl – 関数 URL を使用して Lambda 関数を呼び出します。
• lambda:CreateFunctionUrlConfig – 関数 URL を作成し、その AuthType を設定します。
• lambda:UpdateFunctionUrlConfig – 関数 URL 設定とその AuthType を更新します。
• lambda:GetFunctionUrlConfig – 関数 URL の詳細を表示します。
• lambda:ListFunctionUrlConfigs – 関数 URL 設定内容を一覧表示します。
• lambda:DeleteFunctionUrlConfig – 関数 URL を削除します。

Note
Lambda コンソールは、lambda:InvokeFunctionUrl に対するアクセス許可の追加のみをサ
ポートしています。その他のすべてのアクションについては、アクセス許可の追加に Lambda
API か AWS CLI を使用する必要があります。
他の AWS エンティティに対し、関数 URL によるアクセスを許可または拒否するには、IAM ポリシーに
これらのアクションを含めます。例えば、次のポリシーでは、AWS アカウント 444455556666 内にある
example ロールに対し、アカウント 123456789012 にある関数 my-function の関数 URL を更新する
ためのアクセス許可を付与しています

Example クロスアカウント関数 URL のポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::444455556666:role/example"
},
"Action": "lambda:UpdateFunctionUrlConfig",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function"
}
]

条件キー
関数 URL に対しきめ細かなアクセス制御を行うには、条件キーを使用します。Lambda では、
関数 URL に対して 1 つの追加的な条件キー FunctionUrlAuthType をサポートしていま
す。FunctionUrlAuthType キーは、関数 URL が使用する認証タイプを記述するための列挙値を定義し
ます。この値は AWS_IAM または NONE となります。
この条件キーは、関数に関連付けられたポリシーの中で使用できます。例えば、関数 URL の構成を変更で
きるユーザーを制限したい場合があります。URL 認証タイプに NONE を使用する任意の関数に対して、す
べての UpdateFunctionUrlConfig リクエストを拒否するには、次のポリシーを定義します。
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Example 明示的な拒否を行う関数 URL ポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action":[
"lambda:UpdateFunctionUrlConfig"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"lambda:FunctionUrlAuthType": "NONE"
}
}
}
]

AWS アカウント 444455556666 の example ロールに、URL 認証タイプ AWS_IAM を使用する関数に対
して CreateFunctionUrlConfig および UpdateFunctionUrlConfig リクエストを許可するには、
次のポリシーを定義できます。

Example 明示的な許可を行う関数 URL ポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::444455556666:role/example"
},
"Action":[
"lambda:CreateFunctionUrlConfig",
"lambda:UpdateFunctionUrlConfig"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"lambda:FunctionUrlAuthType": "AWS_IAM"
}
}
}
]

また、この条件キーをサービスコントロールポリシー (SCP) で使用することもできます。SCP は、AWS
Organizations にある組織全体でアクセス許可を管理する際に使用します。例えば、認証タイプに
AWS_IAM を使用していない関数 URL を作成または更新することを、ユーザーに対し拒否するには、次の
サービスコントロールポリシーを使用します。

Example 明示的な拒否を行う関数 URL SCP
{

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

]

}

"Action":[
"lambda:CreateFunctionUrlConfig",
"lambda:UpdateFunctionUrlConfig"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"lambda:FunctionUrlAuthType": "AWS_IAM"
}
}
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Lambda 関数 URL の呼び出し
関数 URL は、Lambda 関数のための専用 HTTP エンドポイントです。関数 URL の作成と設定に
は、Lambda コンソールまたは Lambda API を使用します。関数 URL を作成すると、一意の URL エンド
ポイントが Lambda により自動的に生成されます。関数 URL を作成した後に、その URL エンドポイント
が変更されることはありません。関数 URL のエンドポイントでは、次の形式を使用します。
https://<url-id>.lambda-url.<region>.on.aws

関数 URL はデュアルスタックに対応しており、IPv4 と IPv6 をサポートしています。関数 URL の設
定が完了すると、ウェブブラウザ、curl、Postman、または任意の HTTP クライアントからの、HTTP
エンドポイントを介した関数の呼び出しが可能になります。関数 URL を呼び出すには、アクセス許可
lambda:InvokeFunctionUrl が必要です。詳しくは、「セキュリティと認証モデル (p. 272)」を参照し
てください。
トピック
• 関数 URL 呼び出しの基本 (p. 278)
• リクエストとレスポンスのペイロード (p. 279)

関数 URL 呼び出しの基本
関数 URL が認証タイプに AWS_IAM を使用している場合、各 HTTP リクエストには、AWS Signature
Version 4 (SigV4) による署名が必要です。awscurl、Postman、および AWS SigV4 Proxy などのツールに
は、Sigv4 でリクエストに署名するための方法が既に組み込まれています。
関数 URL への HTTP リクエストの署名にツールを使用しない場合は、各リクエストには、SigV4 を使用
して手動で署名する必要があります。関数 URL がリクエストを受信すると、Lambda が Sigv4 署名の処
理を行います。署名が一致した場合のみ、Lambda によりリクエストが処理されます。SigV4 を使用して
リクエストに手動で署名する方法については、「Amazon Web Services General Reference Guide」(アマ
ゾンウェブサービス全般リファレンスガイド) の「Signing AWS requests with Signature Version 4」(署名
バージョン 4 を使用した リクエストへの署名) を参照してください。
関数 URL が認証タイプに NONE を使用している場合は、リクエストには Sigv4 を使用した署名の必要はあ
りません。ウェブブラウザ、curl、Postman、または任意の HTTP クライアントを使用して関数を呼び出
すことができます。
関数へのシンプルな GET リクエストをテストするには、ウェブブラウザを使用します。例えば、関数
URL が https://abcdefg.lambda-url.us-east-1.on.aws で文字列パラメータ message を取り込
む関数の場合、リクエストする URL は次のようになります。
https://abcdefg.lambda-url.us-east-1.on.aws/?message=HelloWorld

POST リクエストなど、他の HTTP リクエストをテストする場合は、curl などのツールが利用できます。
例えば、関数 URL への POST リクエストに一定の JSON データを含めたい場合には、次の curl コマンド
を使用します。
curl -v -X POST \
'https://abcdefg.lambda-url.us-east-1.on.aws/?message=HelloWorld' \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{ "example": "test" }'
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リクエストとレスポンスのペイロード
クライアントが関数の URL を呼び出すと、Lambda は、まずこのリクエストをイベントオブジェクトに
マップしてから、関数に受け渡します その関数の応答は、Lambda が関数 URL を介してクライアントに
返信する HTTP レスポンスにマッピングされます。
このリクエストとレスポンスのイベント形式は、Amazon API Gateway ペイロード形式バージョン 2.0 と
同じスキーマに従います。

リクエストペイロードの形式
リクエストペイロードは次の構造を持ちます。
{

"version": "2.0",
"routeKey": "$default",
"rawPath": "/my/path",
"rawQueryString": "parameter1=value1&parameter1=value2&parameter2=value",
"cookies": [
"cookie1",
"cookie2"
],
"headers": {
"header1": "value1",
"header2": "value1,value2"
},
"queryStringParameters": {
"parameter1": "value1,value2",
"parameter2": "value"
},
"requestContext": {
"accountId": "123456789012",
"apiId": "<urlid>",
"authentication": null,
"authorizer": {
"iam": {
"accessKey": "AKIA...",
"accountId": "111122223333",
"callerId": "AIDA...",
"cognitoIdentity": null,
"principalOrgId": null,
"userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/example-user",
"userId": "AIDA..."
}
},
"domainName": "<url-id>.lambda-url.us-west-2.on.aws",
"domainPrefix": "<url-id>",
"http": {
"method": "POST",
"path": "/my/path",
"protocol": "HTTP/1.1",
"sourceIp": "123.123.123.123",
"userAgent": "agent"
},
"requestId": "id",
"routeKey": "$default",
"stage": "$default",
"time": "12/Mar/2020:19:03:58 +0000",
"timeEpoch": 1583348638390
},
"body": "Hello from client!",
"pathParameters": null,
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}

"isBase64Encoded": false,
"stageVariables": null

パラメータ

説明

例

version

このイベントでのペイロード形
2.0
式のバージョン。現在 Lambda
関数 URL では、ペイロード形式
バージョン 2.0 をサポートしてい
ます。

routeKey

関数 URL ではこのパラメーター $default
を使用しません。Lambda は、プ
レースホルダーとしてこの値に
$default を設定します。

rawPath

リクエストパス。例えば、リ
クエスト URL が https://
{url-id}.lambda-url.
{region}.on.aws/example/
test/demo の場合は、raw パス
値は /example/test/demo と
なります。

/example/test/demo

rawQueryString

リクエストのクエリ文字列パラ
メータを含む raw 文字列。

"?
parameter1=value1&parameter2=value2"

cookies

リクエストの一部として送信さ
れたすべての Cookie を含む配
列。

["Cookie_1=Value_1",
"Cookie_2=Value_2"]

headers

キーと値のペアで表されるリク
エストヘッダーのリスト。

{"header1": "value1",
"header2": "value2"}

queryStringParameters

リクエストに対するクエリ
{"name": "Jane"}
パラメータです。例えば、リ
クエスト URL が https://
{url-id}.lambda-url.
{region}.on.aws/example?
name=Jane である場合の
queryStringParameters の値
は、キーに name を、値に Jane
を持つ、JSON オブジェクトとな
ります

requestContext

リクエストに関する追加的な情
報 (requestId、リクエストの
発行時刻、および AWS Identity
and Access Management (IAM)
経由で承認された場合は発信者
の身元、その他) を含むオブジェ
クト。

requestContext.accountId

関数所有者の AWS アカウント
ID。

"123456789012"

requestContext.apiId

関数 URL ID。

"33anwqw8fj"
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パラメータ

説明

例

関数 URL ではこのパラメーター
requestContext.authentication
を使用しません。Lambda では
null がセットされます。

null

requestContext.authorizer 関数 URL で AWS_IAM の認証タ
イプが使用されている場合の、
発信者の ID に関する情報を含
むオブジェクト。それ以外の場
合、Lambda はこれに null を
セットします。
発信者 ID のアクセスキー。
requestContext.authorizer.iam.accessKey

"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"

発信者の AWS アカウント ID。
requestContext.authorizer.iam.accountId

"111122223333"

発信者の ID (IAM ユーザー ID)。
requestContext.authorizer.iam.callerId

"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"

関数 URL ではこのパラメー
requestContext.authorizer.iam.cognitoIdentity
ターを使用しません。Lambda
は、この値に null を設定する
か、JSON からこれを除外しま
す。

null

発信者の身元に関連付けられて
requestContext.authorizer.iam.principalOrgId
いるプリンシパル組織 ID。

"AIDACKCEVSQORGEXAMPLE"

発信者の身元のユーザー Amazon "arn:aws:iam::111122223333:user/
requestContext.authorizer.iam.userArn
リソースネーム (ARN)。
example-user"
発信者の身元のユーザー ID。
requestContext.authorizer.iam.userId

"AIDACOSFODNN7EXAMPLE2"

requestContext.domainName 関数 URL のドメイン名。

"<url-id>.lambda-url.uswest-2.on.aws"

requestContext.domainPrefix関数 URL のドメインプレフィッ
クス。

"<url-id>"

requestContext.http

HTTP リクエストの詳細を含むオ
ブジェクト。

requestContext.http.method リクエストで使用されている
GET
HTTP メソッド。有効な値に
は、GET、POST、PUT、HEAD、OPTIONS、PATCH
および DELETE があります。
requestContext.http.path

リクエストパス。例えば、リ
クエスト URL が https://
{url-id}.lambda-url.
{region}.on.aws/example/
test/demo であれば、パス値は
/example/test/demo となり
ます。

/example/test/demo

リクエストのプロトコル。
requestContext.http.protocol

HTTP/1.1

リクエストを発行した即時 TCP
requestContext.http.sourceIp
接続のソース IP アドレス。

123.123.123.123
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パラメータ

説明

例

User-Agent リクエストヘッダー
requestContext.http.userAgent
値。

Mozilla/5.0 (Macintosh;
Intel Mac OS X 10_15_7)
Gecko/20100101
Firefox/42.0

requestContext.requestId

呼び出しリクエストの ID。この
ID は、関数に関連する呼び出し
ログをトレースするために使用
できます。

requestContext.routeKey

関数 URL ではこのパラメーター $default
を使用しません。Lambda は、プ
レースホルダーとしてこの値に
$default を設定します。

requestContext.stage

関数 URL ではこのパラメーター $default
を使用しません。Lambda は、プ
レースホルダーとしてこの値に
$default を設定します。

requestContext.time

リクエストのタイムスタンプで
す。

"07/Sep/2021:22:50:22
+0000"

requestContext.timeEpoch

リクエストのタイムスタンプ
(Unix エポック秒)。

"1631055022677"

body

リクエスト本文。リクエストの
コンテンツタイプがバイナリの
場合、本文は base64 でエンコー
ドされます。

{"key1": "value1",
"key2": "value2"}

pathParameters

関数 URL ではこのパラメー
ターを使用しません。Lambda
は、この値に null を設定する
か、JSON からこれを除外しま
す。

null

isBase64Encoded

ボディがバイナリペイロードで
base64 でエンコードされている
場合は TRUE、それ以外の場合は
FALSE です。

FALSE

stageVariables

関数 URL ではこのパラメー
ターを使用しません。Lambda
は、この値に null を設定する
か、JSON からこれを除外しま
す。

null

e1506fd5-9e7b-434fbd42-4f8fa224b599

レスポンスペイロードの形式
関数からレスポンスが返されると、Lambda はそのレスポンスを解析し HTTP の形式に変換します。関数
レスポンスペイロードの形式は以下のとおりです。
{

"statusCode": 201,
"headers": {
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"Content-Type": "application/json",
"My-Custom-Header": "Custom Value"

}

},
"body": "{ \"message\": \"Hello, world!\" }",
"cookies": [
"Cookie_1=Value1; Expires=21 Oct 2021 07:48 GMT",
"Cookie_2=Value2; Max-Age=78000"
],
"isBase64Encoded": false

Lambda は自動的にレスポンス形式を推定します。関数が有効な JSON を返し、かつ statusCode を返
さない場合、Lambda は以下のような想定を立てます。
• statusCode は 200。
• content-type は application/json。
• body は関数のレスポンス。
• isBase64Encoded は false。
次の例は、Lambda 関数の出力がレスポンスペイロードにどのようにマッピングされるか、また、レスポ
ンスペイロードが最終的な HTTP レスポンスにどのようにマッピングされるかを示しています。関数の
URL を呼び出したクライアントには、HTTP 応答が表示されます。

文字列による応答の出力例
Lambda 関数出力

インタプリティングされたレス
ポンス出力

HTTP レスポンス (クライアント
に表示されるもの)

"Hello, world!"

{

HTTP/2 200
date: Wed, 08 Sep 2021
18:02:24 GMT
content-type: application/
json
content-length: 15

"statusCode": 200,
"body": "Hello, world!",
"headers": {
"content-type":
"application/json"
},
"isBase64Encoded": false

}

"Hello, world!"

JSON によるレスポンスの出力例
Lambda 関数出力

インタプリティングされたレス
ポンス出力

HTTP レスポンス (クライアント
に表示されるもの)

{

{

HTTP/2 200
date: Wed, 08 Sep 2021
18:02:24 GMT
content-type: application/
json
content-length: 34

}

"message": "Hello, world!"

"statusCode": 200,
"body": {
"message": "Hello,
world!"
},
"headers": {
"content-type":
"application/json"
},
"isBase64Encoded": false

}
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カスタムレスポンスでの出力例
Lambda 関数出力

インタプリティングされたレス
ポンス出力

HTTP レスポンス (クライアント
に表示されるもの)

{

{

HTTP/2 201
date: Wed, 08 Sep 2021
18:02:24 GMT
content-type: application/
json
content-length: 27
my-custom-header: Custom
Value

"statusCode": 201,
"headers": {
"Content-Type":
"application/json",
"My-Custom-Header":
"Custom Value"
},
"body": JSON.stringify({
"message": "Hello,
world!"
}),
"isBase64Encoded": false

}

"statusCode": 201,
"headers": {
"Content-Type":
"application/json",
"My-Custom-Header":
"Custom Value"
},
"body": JSON.stringify({
"message": "Hello,
world!"
}),
"isBase64Encoded": false

{
}

"message": "Hello, world!"

}

cookie
関数から Cookie を返す場合、手動で set-cookie ヘッダーを追加しないでください。代わりに、レスポ
ンスペイロードオブジェクトに Cookie を含めます。Lambda はこれを自動的に解釈し、次の例のように
HTTP レスポンスの set-cookie ヘッダーとして追加します。

クッキーを返すレスポンスの出力例
Lambda 関数出力

HTTP レスポンス (クライアントに表示されるもの)

{

HTTP/2 201
date: Wed, 08 Sep 2021 18:02:24 GMT
content-type: application/json
content-length: 27
my-custom-header: Custom Value
set-cookie: Cookie_1=Value2; Expires=21 Oct
2021 07:48 GMT
set-cookie: Cookie_2=Value2; Max-Age=78000

"statusCode": 201,
"headers": {
"Content-Type": "application/json",
"My-Custom-Header": "Custom Value"
},
"body": JSON.stringify({
"message": "Hello, world!"
}),
"cookies": [
"Cookie_1=Value1; Expires=21 Oct
2021 07:48 GMT",
"Cookie_2=Value2; Max-Age=78000"
],
"isBase64Encoded": false

}
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Lambda 関数 URL のモニタリング
関数 URL のモニタリングには、AWS CloudTrail および Amazon CloudWatch が使用できます。
トピック
• CloudTrail による関数 URL のモニタリング (p. 285)
• 関数 URL 用の CloudWatch メトリクス (p. 285)

CloudTrail による関数 URL のモニタリング
Lambda は、以下の関数 URL 用 API オペレーションのログを、CloudTrail ログファイル内のイベントとし
て自動的に記録します。
• CreateFunctionUrlConfig
• UpdateFunctionUrlConfig
• DeleteFunctionUrlConfig
• GetFunctionUrlConfig
• ListFunctionUrlConfigs
各ログエントリには、発信者 ID、リクエストが発行された日時、およびその他の詳細に関する情報が含ま
れます。CloudTrail で [Event history] (イベント履歴) を表示することで、過去 90 日以内のすべてのイベ
ントを確認できます。90 日より前のレコードを保持するには、追跡を作成します。詳しくは、「で AWS
Lambda を使用するAWS CloudTrail (p. 536)」を参照してください。
CloudTrail のデフォルトでは、データイベントと見なされる InvokeFunctionUrl リクエストのログ記録
は行われません。ただし、CloudTrail でデータイベントのログ記録を有効化することは可能です 詳細につ
いては、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「証跡へのデータイベントのログ記録」を参照してください。

関数 URL 用の CloudWatch メトリクス
Lambda は、関数 URL リクエストに関して集計されたメトリクスを、CloudWatch に送信しま
す。CloudWatch コンソールでは、これらのメトリクスを使用して、関数 URL のモニタリング、ダッシュ
ボードの作成、アラームの設定を行うことができます。
関数 URL では、呼び出しに関する以下のメトリクスをサポートしています。これらのメトリクスの表示に
は、Sum 統計を使用することをお勧めします。
• UrlRequestCount – この関数 URL に対し発行されたリクエストの数。
• Url4xxError – 4xx HTTP ステータスコードを返したリクエストの数。4xx シリーズのコードは、不正
なリクエストなど、クライアント側で発生したエラーを表します。
• Url5xxError – 5xx HTTP ステータスコードを返したリクエストの数。5xx シリーズのコードは、機能
エラーやタイムアウトなど、サーバー側で発生したエラーを表します。
関数 URL では、パフォーマンスに関する以下のメトリクスもサポートしています。このメトリクスの表示
には、Average または Max 統計を使用することをお勧めします。
• UrlRequestLatency – 関数 URL がリクエストを受信してから関数 URL がレスポンスを返すまでの時
間。
呼び出しとパフォーマンスに関するこれらのメトリクスは、それぞれ以下のディメンションをサポートし
ています。
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• FunctionName – 未公開な関数の $LATEST バージョン (あるいは関数の任意のエイリアス) に割り当て
られている、関数 URL の集計メトリクスを表示します。例えば、hello-world-function です。
• Resource – 特定の関数 URL のメトリクスを表示します。この値は、未公開な関数の $LATEST
バージョン (または関数のいずれかエイリアス) とならんで、関数の名前により定義されます 例え
ば、hello-world-function:$LATEST です。
• ExecutedVersion – 特定の関数 URL のメトリクスを、実行されたバージョンに基づいて表示します。
このディメンションは、主に、未公開な $LATEST バージョンに割り当てられた関数 URL を追跡するた
めに使用します。
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チュートリアル: 関数 URL を使用する Lambda 関
数の作成
このチュートリアルでは、パブリック関数 URL エンドポイントから 2 つの数値の積を返す Lambda 関数
を、.zip ファイルアーカイブとして定義することで作成します。関数 URL の設定の詳細については、「関
数 URL の作成と管理 (p. 267)」を参照してください。

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。

実行ロールを作成する
AWS リソースにアクセスするためのアクセス権限をLambda 関数に付与する実行ロール (p. 53)を作成しま
す。

実行ロールを作成する
1.

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

2.
3.

[ロールの作成] を選択します。
次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ - AWS Lambda
• アクセス許可 - AWSLambdaBasicExecutionRole
• ロール名 – lambda-url-role。

AWSLambdaBasicExecutionRole ポリシーには、ログを Amazon CloudWatch Logs に書き込むために関数
が必要とするアクセス許可が含まれています。

関数 URL を使用する Lambda 関数を作成する (ZIP
ファイルアーカイブ)
ZIP ファイルアーカイブから、関数 URL エンドポイントを使用する Lambda 関数を作成します。
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関数を作成するには
1.

以下のコード例を index.js という名前のファイルにコピーします。

Example index.js
exports.handler = async (event) => {
let body = JSON.parse(event.body)
const product = body.num1 * body.num2;
const response = {
statusCode: 200,
body: "The product of " + body.num1 + " and " + body.num2 + " is " + product,
};
return response;
};

2.

デプロイパッケージを作成します。
zip function.zip index.js

3.

create-function コマンドを使用して Lambda 関数を作成します。
aws lambda create-function \
--function-name my-url-function \
--runtime nodejs14.x \
--zip-file fileb://function.zip \
--handler index.handler \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-url-role

4.

関数に、関数の URL へのパブリックアクセスを許可する権限を付与するリソースベースのポリシーを
追加します。
aws lambda add-permission
--function-name my-url-function \
--action lambda:InvokeFunctionUrl \
--principal "*" \
--function-url-auth-type "NONE" \
--statement-id url

5.

create-function-url-config コマンドを使用して、関数の URL エンドポイントを作成します。
aws lambda create-function-url-config \
--function-name my-url-function \
--auth-type NONE

関数 URL エンドポイントをテストする
curl や Postman などの HTTP クライアントから関数 URL エンドポイントをコールすることで、Lambda
関数を呼び出します。
curl -X POST \
'https://abcdefg.lambda-url.us-east-1.on.aws/' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"num1": "10", "num2": "10"}'

次のような出力が表示されます。
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The product of 10 and 10 is 100

関数 URL を使用する Lambda 関数を作成する
(CloudFormation)
また、AWS CloudFormation タイプに AWS::Lambda::Url を指定することで、関数 URL エンドポイン
トを使用する Lambda 関数を作成することもできます。
Resources:
MyUrlFunction:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs14.x
Role: arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-url-role
Code:
ZipFile: |
exports.handler = async (event) => {
let body = JSON.parse(event.body)
const product = body.num1 * body.num2;
const response = {
statusCode: 200,
body: "The product of " + body.num1 + " and " + body.num2 + " is " +
product,
};
return response;
};
Description: Create a function with a URL.
MyUrlFunctionPermissions:
Type: AWS::Lambda::Permission
Properties:
FunctionName: !Ref MyUrlFunction
Action: lambda:InvokeFunctionUrl
Principal: "*"
FunctionUrlAuthType: NONE
MyFunctionUrl:
Type: AWS::Lambda::Url
Properties:
TargetFunctionArn: !Ref MyUrlFunction
AuthType: NONE

関数 URL を使用する Lambda 関数の作成 (AWS
SAM)
また、AWS Serverless Application Model (AWS SAM) により、関数 URL が設定された Lambda 関数を作
成することもできます。
ProductFunction:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
CodeUri: function/.
Handler: index.handler
Runtime: nodejs14.x
AutoPublishAlias: live
FunctionUrlConfig:
AuthType: NONE
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リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。

実行ロールを削除するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.
3.

作成した実行ロールを選択します。
[ロールの削除] を選択します。

4.

[はい、削除します] を選択します。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

作成した関数を選択します。

3.
4.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。
[削除] を選択します。
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Node.js による Lambda 関数の構築
AWS Lambda の Node.js を使用して JavaScript コードを実行できます。Lambda は Node.js のランタイ
ム (p. 84)を指定して、イベントを処理するコードを実行します。コードは、管理している AWS Identity
and Access Management (IAM) ロールの認証情報を使用して、AWS SDK for JavaScript を含む環境で実行
されます。
Lambda は、以下の Node.js ランタイムをサポートしています。

Node.js
名前

識別子

SDK

オペレーティン アーキテクチャ 廃止
グシステム

Node.js 16

nodejs16.x

2.1083.0

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

Node.js 14

nodejs14.x

2.1055.0

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

Node.js 12

nodejs12.x

2.1055.0

Amazon Linux
2

x86_64、arm64 2022 年 11 月
14 日

Lambda 関数は実行ロール (p. 53)を使用して、Amazon CloudWatch Logs にログを書き込んだり、他の
サービスおよびリソースにアクセスする許可を取得したりします。関数開発用の実行ロールをお持ちでな
い場合は、作成してください。

実行ロールを作成するには
1.
2.
3.

IAM コンソールの [roles page (ロールページ)] を開きます。
[ロールの作成] を選択します。
次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ – Lambda。
• アクセス許可 – AWSLambdaBasicExecutionRole。
• ロール名 – lambda-role。
AWSLambdaBasicExecutionRole ポリシーには、ログを CloudWatch Logs に書き込むために関数が必
要とするアクセス許可があります。

後でロールにアクセス許可を追加するか、1 つの関数に固有の別のロールに差し替えることができます。

Node.js 関数を作成するには
1.
2.
3.

Lambda コンソールを開きます。
[Create function] (関数の作成) をクリックします。
以下の設定を行います。
• 名前 – my-function。
• ランタイム – Node.js 16.x。
• ロール – 既存のロールを選択します。
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• 既存のロール – lambda-role。
4.
5.
6.
7.
8.

[Create function] (関数の作成) をクリックします。
テストイベントを設定するには、[テスト] を選択します。
[イベント名] で、「test」と入力します。
[Save changes] (変更の保存) をクリックします。
[Test] (テスト) を選択して関数を呼び出します。

コンソールで、index.js という名前の単一のソースファイルを含む Lambda 関数が作成されます。この
ファイルを編集し、組み込みのコードエディタ (p. 39)でファイルをさらに追加することができます。変更
を保存するには [保存] を選択します。コードを実行するには、[Test] (テスト) を選択します。

Note
Lambda コンソールでは、AWS Cloud9 を使用して、ブラウザに統合開発環境を提供します。ま
た、AWS Cloud9 を使用して、独自の環境で Lambda 関数を開発することもできます。詳細につ
いては、AWS Cloud9 ユーザーガイドの「Lambda 関数の使用」を参照してください。
index.js ファイルは、イベントオブジェクトおよびコンテキストオブジェクトを取得する handler と
いう名前の関数をエクスポートします。これは、関数が呼び出されるときに Lambda が呼び出すハンド
ラー関数 (p. 294)です。Node.js 関数のランタイムは、Lambda から呼び出しイベントを取得し、ハンド
ラに渡します。関数設定で、ハンドラ値は index.handler です。
関数コードを保存すると、Lambda コンソールは .zip ファイルアーカイブのデプロイパッケージを作成
します。コンソール外で (SDE を使用して) 関数コードを開発するときは、デプロイパッケージを作成し
て (p. 297)、Lambda 関数にコードをアップロードします。

Note
ローカル環境でアプリケーション開発を開始するには、このガイドの GitHub リポジトリで利用可
能なサンプルアプリケーションの 1 つをデプロイします。

Node.js のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-nodejs – ログ記録、環境変数、AWS X-Ray トレース、レイヤー、単位テスト、AWS
SDK の使用を示す Node.js 関数。
• nodejs-apig – API Gateway からのイベントを処理し、HTTP レスポンスを返す公開 API エンド
ポイントを持つ関数。
• rds-mysql – RDS データベースの MySQL にクエリを中継する関数。このサンプルには、AWS
Secrets Manager でパスワードが設定されたプライベート VPC とデータベースインスタンスが
含まれています。
• efs-nodejs – Amazon VPC で Amazon EFS ファイルシステムを使用する関数。このサンプルに
は、Lambda で使用するように設定された VPC、ファイルシステム、マウントターゲット、ア
クセスポイントが含まれます。
• list-manager – 関数は Amazon Kinesis Data Streams からのイベントを処理し、Amazon
DynamoDB の集計リストを更新します。この関数は、プライベート VPC の RDS データベー
スの MySQL に各イベントのレコードを保存します。このサンプルには、DynamoDB とデータ
ベースインスタンスの VPC エンドポイントを持つプライベート VPC が含まれます。
• error-processor – Node.js 関数は、指定された割合のリクエストに対してエラーを生成します。
エラーが記録されると、CloudWatch Logs サブスクリプションは 2 番目の関数を呼び出しま
す。プロセッサ関数は、AWS SDK を使用してリクエストの詳細を収集し、Amazon S3 バケッ
トに保存します。
関数のランタイムによって、呼び出しイベントに加えて、コンテキストオブジェクトがハンドラに渡され
ます。コンテキストオブジェクト (p. 302)には、呼び出し、関数、および実行環境に関する追加情報が含
まれます。詳細情報は、環境変数から入手できます。
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Lambda 関数には CloudWatch Logs ロググループが付属しています。関数のランタイムは、各呼び出
しに関する詳細を CloudWatch Logs に送信します。これは呼び出し時に、任意の関数が出力するロ
グ (p. 304)を中継します。関数がエラーを返す場合 (p. 309)、Lambda はエラー形式を整え、それを呼
び出し元に返します。

Node.js の初期化
Node.js には独特なイベントループモデルがあるため、その初期化動作が他のランタイムとは異なりま
す。具体的に言うと、Node.js は非同期操作をサポートするノンブロッキング I/O モデルを使用します。
このモデルにより、Node.js はほとんどのワークロードに対して効率的に動作できます。例えば、Node.js
関数がネットワークコールを実行する場合、そのリクエストを非同期操作として指定し、コールバック
キューに置くことができます。この関数は、ネットワークコールが返されるのを待つことで、ブロックさ
れることなくメインコールスタック内の他の操作を引き続き処理することができます。ネットワークコー
ルが返されると、そのコールバックが実行され、コールバックキューから削除されます。
一部の初期化タスクは非同期的に実行される場合があります。これらの非同期タスクは、呼び出し前に実
行が完了することが保証されていません。例えば、AWS パラメータストアからパラメータを取得するため
のネットワークコールを実行するコードは、Lambda がハンドラー関数を実行する時までに完了しない場
合があります。その結果、呼び出し中は変数が null になることがあります。これを回避するには、変数と
その他の非同期コードが完全に初期化されていることを確認してから、関数のコアビジネスロジックの残
りの部分を続行するようにしてください。

ES モジュールとしての関数ハンドラーの指定
Node 14 以降では、コードを ES モジュールとして指定し、top-level await を使用することによって、ハ
ンドラーの呼び出し前に非同期初期化コードが完了することを保証できます。パッケージは、デフォルト
で CommonJS モジュールとして指定されています。このため、top-level await を使用するには、まず関
数コードを ES モジュールとして指定する必要があります。これは、関数の package.json ファイルで
type を module として指定する方法と、.mjs ファイル名拡張子を使用する方法の 2 つの方法で実行でき
ます。
最初のシナリオでは、関数コードがすべての.js ファイルを ES モジュールとして扱い、2 番目のシナリ
オでは、.mjs で指定したファイルのみが ES モジュールになります。.mjs ファイルは常に ES モジュー
ルであり、.cjs ファイルは常に CommonJS モジュールであることから、ES モジュールと CommonJS モ
ジュールをそれぞれ.mjs と .cjs として命名することで、それらを混在させることができます。
詳細情報とサンプルについては、「Using Node.js ES Modules and Top-Level Await in AWS Lambda」( で
の Node.js ES モジュールと Top-Level Await の使用) を参照してください。
トピック
• Node.js の AWS Lambda 関数ハンドラー (p. 294)
• .zip ファイルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297)
• Node.js Lambda 関数をコンテナイメージとともにデプロイする (p. 300)
•
•
•
•

Node.js の AWS Lambda context オブジェクト (p. 302)
Node.js の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 304)
Node.js の AWS Lambda 関数エラー (p. 309)
AWS Lambda での Node.js コードの作成 (p. 313)
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Node.js の AWS Lambda 関数ハンドラー
Lambda 関数のハンドラーは、イベントを処理する関数コード内のメソッドです。関数が呼び出される
と、Lambda はハンドラーメソッドを実行します。ハンドラーによってレスポンスが終了するか、レスポ
ンスが返ったら、別のイベントを処理できるようになります。
次の例の関数では、イベントオブジェクトの内容をログに記録して、そのログの場所を返します。

Example index.js
exports.handler = async function(event, context) {
console.log("EVENT: \n" + JSON.stringify(event, null, 2))
return context.logStreamName
}

関数を設定すると、ハンドラー設定の値はファイル名とエクスポートしたハンドラーメソッドの名前を
ドットで区切ったものになります。コンソールのデフォルトと、このガイドの例では、index.handler
です。これは、handler ファイルからエクスポートされた index.js メソッドを示します。
ランタイムでは、ハンドラーメソッドに 3 つの引数を渡します。最初の引数は、呼び出し元からの情報を
含む event オブジェクトです。呼び出し元は、Invoke (p. 1028) を呼び出してこの情報を JSON 形式の文
字列として渡し、ランタイムはそれをオブジェクトに変換します。AWS のサービスで関数を呼び出す場
合、そのイベント構造はサービスによって異なります (p. 509)。
2 番目の引数は、コンテキストオブジェクト (p. 302)です。この引数には、呼び出し、関数、および実
行環境に関する情報が含まれます。前述の例では、関数は、コンテキストオブジェクトからログストリー
ム (p. 304)の名前を取得し、それを呼び出し元に返します。
3 番目の引数 callback は、レスポンスを送信するために non-async ハンドラー (p. 295)で呼び出す
ことができる関数です。コールバック関数は、Error とレスポンスの 2 つの引数を取ります。呼び出す
と、Lambda はイベントループが空になるのを待ってから呼び出し元にレスポンスまたはエラーを返しま
す。応答オブジェクトは、JSON.stringify と互換性がある必要があります。
非同期ハンドラーの場合は、callback を使用する代わりに、レスポンス、エラー、または promise をラ
ンタイムに返します。
関数に追加の依存関係がある場合は、npm を使用してそれらのパッケージをデプロイパッケージに含めま
す (p. 298)。

非同期ハンドラー
非同期ハンドラーでは、return および throw をそれぞれ使用して、レスポンスまたはエラーを送信す
ることができます。これらのメソッドを使用してレスポンスまたはエラーを返すには、関数でキーワード
async を使用する必要があります。
コードで非同期タスクを実行する場合は、実行が終了することを確認できるように promise を返しま
す。promise を解決または拒否した場合、Lambda は、レスポンスまたはエラーを呼び出し元に返しま
す。

Example index.js ファイル - 非同期ハンドラーおよび promise を含む HTTP リクエスト
const https = require('https')
let url = "https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html"
exports.handler = async function(event) {
const promise = new Promise(function(resolve, reject) {
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}

https.get(url, (res) => {
resolve(res.statusCode)
}).on('error', (e) => {
reject(Error(e))
})
})
return promise

promise を返すライブラリでは、その promise を直接ランタイムに返すことができます。

Example index.js ファイル - 非同期ハンドラーおよび promise を含む AWS SDK
const AWS = require('aws-sdk')
const s3 = new AWS.S3()
exports.handler = async function(event) {
return s3.listBuckets().promise()
}

Node.js モジュールと top-level await の使用
関数コードを ES モジュールとして指定することができます。これは、関数ハンドラーの範囲外
で、ファイルのトップレベルでの await の使用を可能にします。これは、ハンドラーの呼び出し前
に非同期初期化コードが完了されることを保証し、コールドスタートレイテンシーの削減における
Provisioned Concurrency (p. 189) の有効性を最大化します。これは、関数の type ファイルで module を
package.json として指定する方法と、.mjs ファイル名拡張子を使用する方法の 2 つの方法で実行でき
ます。
最初のシナリオでは、関数コードがすべての.js ファイルを ES モジュールとして扱い、2 番目のシナリ
オでは、.mjs で指定したファイルのみが ES モジュールになります。.mjs ファイルは常に ES モジュー
ルであり、.cjs ファイルは常に CommonJS モジュールであることから、ES モジュールと CommonJS モ
ジュールをそれぞれ.mjs と .cjs として命名することで、それらを混在させることができます。
詳細情報とサンプルについては、「Using Node.js ES Modules and Top-Level Await in AWS Lambda」
(AWS Lambda での Node.js ES モジュールと Top-Level Await の使用) を参照してください。

非同期ではないハンドラー
次の例の関数では、URL をチェックし、ステータスコードを呼び出し元に返します。

Example index.js ファイル - コールバックを含む HTTP リクエスト
const https = require('https')
let url = "https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html"
exports.handler = function(event, context, callback) {
https.get(url, (res) => {
callback(null, res.statusCode)
}).on('error', (e) => {
callback(Error(e))
})
}

非ハンドラーではない関数の場合は、イベントループが空になるか、関数がタイムアウトするまで、関数
の実行が継続されます。レスポンスは、すべてのイベントループタスクが完了するまで、呼び出し元に送
信されません。関数がタイムアウトした場合は、エラーが返ります。すぐにレスポンスが返るようにラン
タイムを設定するには、context.callbackWaitsForEmptyEventLoop (p. 302) を false に設定します。
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次の例では、Amazon S3 のレスポンスは、有効になるとすぐに呼び出し元に返ります。イベントループで
実行されているタイムアウトは停止し、次に関数が呼び出されたときに実行を継続します。

Example index.js ファイル - callbackWaitsForEmptyEventLoop
const AWS = require('aws-sdk')
const s3 = new AWS.S3()
exports.handler = function(event, context, callback) {
context.callbackWaitsForEmptyEventLoop = false
s3.listBuckets(null, callback)
setTimeout(function () {
console.log('Timeout complete.')
}, 5000)
}
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.zip ファイルアーカイブで Node.js Lambda 関数を
デプロイする
AWS Lambda 関数のコードは、スクリプトまたはコンパイルされたプログラム、さらにそれらの依存関
係で構成されます。デプロイパッケージを使用して、Lambda に関数コードをデプロイします。Lambda
は、コンテナイメージと .zip ファイルアーカイブの 2 種類のデプロイパッケージをサポートしています。
.zip ファイルのデプロイパッケージを作成するには、コマンドラインツール用の組み込み .zip ファイル
アーカイブユーティリティまたは他の .zip ファイルユーティリティ (7zip など) を使用できます。.zip ファ
イルをデプロイパッケージとして使用するには、次の要件に留意してください。
• .zip ファイルには、関数のコードと、関数のコード (該当する場合) を Lambda で実行するために使用さ
れる依存関係が含まれています。関数が標準ライブラリまたは AWS SDK ライブラリにのみ依存する場
合は、これらのライブラリを .zip ファイルに含める必要はありません。これらのライブラリは、サポー
トされている Lambda ランタイム (p. 84)環境とともに含まれています。
• .zip ファイルのサイズが 50 MB を超える場合は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケッ
トから関数にアップロードすることをお勧めします。
• デプロイパッケージにネイティブライブラリが含まれている場合は、AWS Serverless Application
Model(AWS SAM) でデプロイパッケージを構築できます。AWS SAMCLI sam build コマンド
を --use-container と共に使用して、デプロイパッケージを作成できます。このオプションで
は、Lambda 実行環境と互換性のある Docker イメージ内にデプロイパッケージを構築します。
詳細については、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドの sam build を参照してくださ
い。
• この関数の命令セットアーキテクチャ (p. 23)と互換性を持たせるようにデプロイパッケージを構築する
必要があります。
• Lambda は POSIX ファイルアクセス許可を使用するため、.zip ファイルを作成する前に、デプロイパッ
ケージフォルダのアクセス許可を設定する必要がある場合があります。
セクション
• Prerequisites (p. 297)
• 依存関係のない関数を更新する (p. 297)
• 追加の依存関係を使用して関数を更新する (p. 298)

Prerequisites
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定

依存関係のない関数を更新する
Lambda API を使用して関数を更新するには、UpdateFunctionCode (p. 1124) オペレーションを使用しま
す。関数コードを含むアーカイブを作成し、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してアップ
ロードします。

依存関係がない Node.js 関数を更新するには
1.

.zip ファイルアーカイブを作成します。
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zip function.zip index.js

2.

パッケージをアップロードするには、update-function-code コマンドを使用します。
aws lambda update-function-code --function-name my-function --zip-file fileb://
function.zip

次のような出力が表示されます。
{

}

"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "nodejs12.x",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Handler": "index.handler",
"CodeSha256": "Qf0hMc1I2di6YFMi9aXm3JtGTmcDbjniEuiYonYptAk=",
"Version": "$LATEST",
"TracingConfig": {
"Mode": "Active"
},
"RevisionId": "983ed1e3-ca8e-434b-8dc1-7d72ebadd83d",
...

追加の依存関係を使用して関数を更新する
関数が AWS SDK for JavaScript 以外のライブラリに依存している場合は、npm を使用してそれらのラ
イブラリをデプロイパッケージに含めます。ローカル環境の Node.js バージョンが関数の Node.js バー
ジョンと一致していることを確認します。いずれかのライブラリでネイティブコードを使用している場合
は、Amazon Linux 環境を使用してデプロイパッケージを作成します。
ランタイムに含まれている (p. 291)バージョンよりも新しいバージョンが必要な場合、またはバージョン
が今後変更されないようにする場合は、SDK for JavaScript をデプロイパッケージに追加できます。
デプロイパッケージにネイティブライブラリが含まれている場合は、AWS Serverless Application
Model(AWS SAM) でデプロイパッケージを構築できます。AWS SAMCLI sam build コマンドを --usecontainer と共に使用して、デプロイパッケージを作成できます。このオプションでは、Lambda 実行環
境と互換性のある Docker イメージ内にデプロイパッケージを構築します。
詳細については、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドの sam build を参照してくださ
い。
別の方法として、デプロイパッケージは、Amazon Linux 環境を提供する Amazon EC2 インスタンスを使
用して作成できます。手順については、AWS コンピューティングブログの「AWS でパッケージとネイ
ティブ nodejs モジュールを使用する」をご参照ください。

依存関係のある Node.js 関数を更新するには
1.

コマンドラインターミナルまたはシェルを開きます。ローカル環境の Node.js バージョンが関数の
Node.js バージョンと一致していることを確認します。

2.

デプロイパッケージ用のフォルダを作成します。次の手順は、フォルダの名前が my-function であ
ることを前提としています。

3.

npm install コマンドを使用して、ライブラリを node_modules ディレクトリにインストールしま
す。
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npm install aws-xray-sdk

これにより、次のようなフォルダ構造が作成されます。
~/my-function
### index.js
### node_modules
### async
### async-listener
### atomic-batcher
### aws-sdk
### aws-xray-sdk
### aws-xray-sdk-core

4.

プロジェクトフォルダの内容を含む .zip ファイルを作成します。r (再帰的) オプションを使用し
て、zip がサブフォルダを確実に圧縮するようにします。
zip -r function.zip .

5.

update-function-code コマンドを使用してパッケージをアップロードします。
aws lambda update-function-code --function-name my-function --zip-file fileb://
function.zip

次のような出力が表示されます。
{

}

"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "nodejs12.x",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Handler": "index.handler",
"CodeSha256": "Qf0hMc1I2di6YFMi9aXm3JtGTmcDbjniEuiYonYptAk=",
"Version": "$LATEST",
"TracingConfig": {
"Mode": "Active"
},
"RevisionId": "983ed1e3-ca8e-434b-8dc1-7d72ebadd83d",
...

デプロイパッケージには、コードとライブラリに加えて、実行可能ファイルとその他のリソースも含める
ことができます。詳細については、AWS Lambda コンピューティングブログの「AWS で任意の実行可能
ファイルを実行する」をご参照ください。
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Node.js Lambda 関数をコンテナイメージとともに
デプロイする
Lambda 関数コードは、コンテナイメージ (p. 148)としてデプロイすることができます。AWS で
は、Node.js 関数のコンテナイメージの構築に役立つ以下のリソースを利用できます。
• Lambda の AWS ベースイメージ
これらのベースイメージには、Lambda でイメージを実行するために必要な言語ランタイムおよびその
他のコンポーネントがプリロードされています。AWS は、コンテナイメージの構築に役立つ各ベースイ
メージの Dockerfile を提供します。
• オープンソースのランタイムインターフェイスクライアント (RIC)
コミュニティベースイメージまたはプライベートエンタープライズベースイメージを使用する場合
は、ランタイムインターフェイスクライアント (p. 150)をベースイメージに追加して、Lambda と互換
性を持たせる必要があります。
• オープンソースのランタイムインターフェイスエミュレータ (RIE)
Lambda は、関数をローカルでテストするためのランタイムインターフェイスエミュレータを提供しま
す。Lambda の ベースイメージとカスタムランタイムのベースイメージには、RIE が含まれます。その
他のベースイメージでは、イメージをローカルでテストする (p. 151)ための RIE をダウンロードできま
す。
コンテナイメージとして定義された関数のワークフローには、次のステップが含まれます。
1. このトピックにリストされているリソースを使ってコンテナイメージを構築します。
2. イメージを Amazon ECR コンテナレジストリ (p. 159)にアップロードします。
3. Lambda 関数を作成 (p. 142)するか、または関数コードを更新 (p. 145)して、イメージを既存の関数にデ
プロイします。
トピック
• AWSNode.js の ベースイメージ (p. 300)
• Node.js ベースイメージを使用する (p. 301)
• Node.js ランタイムインターフェイスクライアント (p. 301)
• コンテナイメージのデプロイ (p. 301)

AWSNode.js の ベースイメージ
AWS では、Node.js 用の以下のベースイメージが利用できます。
タグ

ランタイム

オペレーティ
ングシステム

Dockerfile

16

Node.js 16

Amazon
Linux 2

GitHub 上の Node.js 16 用の
Dockerfile

14

Node.js 14

Amazon
Linux 2

GitHub 上の Node.js 14 用の
Dockerfile

12

Node.js 12

Amazon
Linux 2

GitHub 上の Node.js 12 用の
Dockerfile
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Amazon ECR リポジトリ: gallery.ecr.aws/lambda/nodejs

Node.js ベースイメージを使用する
Node.js ベースイメージの使用方法を見るには、Amazon ECR リポジトリの AWS Node.js の Lambda
ベースイメージで [usage] (使用方法) タブを選択します。

Node.js ランタイムインターフェイスクライアント
npm パッケージマネージャーを使用して、Node.js 用のランタイムインターフェイスクライアントをイン
ストールします。
npm install aws-lambda-ric

パッケージの詳細については、npm ウェブサイトの Lambda RIC を参照してください。
Node.js のランタイムインターフェイスクライアントを GitHub からダウンロードすることもできます。

コンテナイメージのデプロイ
新しい関数を作成する (p. 142)場合、Node.js イメージをデプロイします。既存の関数では、コンテナーイ
メージを再ビルドする場合は、関数コードの更新 (p. 145)を行うことでイメージを再度デプロイする必要
があります。
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Node.js の AWS Lambda context オブジェクト
Lambda で関数が実行されると、コンテキストオブジェクトがハンドラー (p. 294)に渡されます。このオ
ブジェクトは、呼び出し、関数、および実行関数に関する情報を示すメソッドおよびプロパティを提供し
ます。

context メソッド
• getRemainingTimeInMillis() — 実行がタイムアウトするまでの残り時間をミリ秒で返します。

context プロパティ
• functionName － Lambda 関数の名前。
• functionVersion － 関数のバージョン (p. 179)。
• invokedFunctionArn － 関数を呼び出すために使用される Amazon リソースネーム (ARN)。呼び出
し元でバージョン番号またはエイリアスが指定されているかどうかを示します。
• memoryLimitInMB － 関数に割り当てられたメモリの量。
• awsRequestId － 呼び出しリクエストの ID。
• logGroupName － 関数のロググループ。
• logStreamName — 関数インスタンスのログストリーム。
• identity — (モバイルアプリケーション) リクエストを認可した Amazon Cognito ID に関する情報。
• cognitoIdentityId - 認証された Amazon Cognito ID
• cognitoIdentityPoolId — 呼び出しを承認した Amazon Cognito ID プール。
• clientContext —（モバイルアプリケーション）クライアントアプリケーションが Lambda に提供し
たクライアントコンテキスト。
• client.installation_id
• client.app_title
• client.app_version_name
• client.app_version_code
• client.app_package_name
• env.platform_version
• env.platform
• env.make
• env.model
• env.locale
• Custom - クライアントアプリケーションで設定されたカスタム値。
• callbackWaitsForEmptyEventLoop - false に設定すると、Node.js イベントループが空になるま
で待機することなく、コールバック (p. 295)が実行されるとすぐにレスポンスが送信されます。これが
false の場合、未完了のイベントは、次の呼び出し中に実行され続けます。
次の例の関数はコンテキスト情報をログに記録して、そのログの場所を返します。

Example index.js ファイル
exports.handler = async function(event, context) {
console.log('Remaining time: ', context.getRemainingTimeInMillis())
console.log('Function name: ', context.functionName)
return context.logStreamName
}
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Node.js の AWS Lambda 関数ログ作成
AWS Lambda は、ユーザーに代わって Lambda 関数を自動的にモニタリングし、Amazon CloudWatch に
関数メトリクスを送信します。Lambda 関数には、関数のインスタンスごとに CloudWatch Logs ロググ
ループとログストリームが用意されています。Lambda ランタイム環境は、各呼び出しの詳細をログスト
リームに送信し、関数のコードからのログやその他の出力を中継します。
このページでは、AWS Command Line Interface、Lambda コンソール、または CloudWatch コンソールを
使用して、Lambda 関数のコードからログ出力を生成する方法、またはアクセスログを生成する方法につ
いて説明します。
セクション
• ログを返す関数の作成 (p. 304)
• Lambda コンソールの使用 (p. 305)
• CloudWatch コンソールの使用 (p. 305)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 305)
• ログの削除 (p. 308)

ログを返す関数の作成
関数コードからログを出力するには、コンソールオブジェクトのメソッドか、stdout または stderr に
書き込む任意のログ記録のライブラリを使用します。次の例では、環境変数の値とイベントオブジェクト
をログに記録します。

Example index.js ファイル - ログ記録
exports.handler = async function(event, context) {
console.log("ENVIRONMENT VARIABLES\n" + JSON.stringify(process.env, null, 2))
console.info("EVENT\n" + JSON.stringify(event, null, 2))
console.warn("Event not processed.")
return context.logStreamName
}

Example ログの形式
START RequestId: c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac Version: $LATEST
2019-06-07T19:11:20.562Z c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac INFO ENVIRONMENT VARIABLES
{
"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION": "$LATEST",
"AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME": "/aws/lambda/my-function",
"AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME": "2019/06/07/[$LATEST]e6f4a0c4241adcd70c262d34c0bbc85c",
"AWS_EXECUTION_ENV": "AWS_Lambda_nodejs12.x",
"AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME": "my-function",
"PATH": "/var/lang/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/:/bin:/opt/bin",
"NODE_PATH": "/opt/nodejs/node10/node_modules:/opt/nodejs/node_modules:/var/runtime/
node_modules",
...
}
2019-06-07T19:11:20.563Z c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac INFO EVENT
{
"key": "value"
}
2019-06-07T19:11:20.564Z c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac WARN Event not processed.
END RequestId: c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac
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REPORT RequestId: c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac Duration: 128.83 ms Billed Duration:
200 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 74 MB Init Duration: 166.62 ms XRAY TraceId:
1-5d9d007f-0a8c7fd02xmpl480aed55ef0 SegmentId: 3d752xmpl1bbe37e Sampled: true

Node.js ランタイムは、呼び出しごとに START、END、および REPORT の各行を記録します。関数によっ
てログに記録される各エントリに、タイムスタンプ、リクエスト ID、およびログレベルを追加します。レ
ポート行には、次の詳細が示されます。

レポートログ
• RequestId － 呼び出しの一意のリクエスト ID。
• 所要時間 － 関数のハンドラーメソッドがイベントの処理に費やした時間。
• 課金期間 － 呼び出しの課金対象の時間。
• メモリサイズ － 関数に割り当てられたメモリの量。
• 使用中の最大メモリ － 関数によって使用されているメモリの量。
• 初期所要時間 － 最初に処理されたリクエストについて、ハンドラーメソッド外で関数をロードしてコー
ドを実行するためにランタイムにかかった時間。
• XRAY TraceId － トレースされたリクエストの場合、AWS X-Ray のトレース ID (p. 731)。
• SegmentId － トレースされたリクエストの場合、X-Ray のセグメント ID。
• サンプリング済み － トレースされたリクエストの場合、サンプリング結果。
ログは、Lambda コンソール、CloudWatch Logs コンソール、またはコマンドラインで表示することがで
きます。

Lambda コンソールの使用
Lambda コンソールを使用して、Lambda 関数を呼び出した後のログ出力を表示できます。詳細について
は、「AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs へのアクセス (p. 747)」を参照してください。

CloudWatch コンソールの使用
Amazon CloudWatch コンソールを使用して、すべての Lambda 関数呼び出しのログを表示できます。

CloudWatch コンソールでログを表示するには
1.

CloudWatch コンソールの [Log groups (ロググループ)] ページを開きます。

2.

機能のロググループを選択します( /aws/lambda/###)

3.

ログストリームを選択します

各ログストリームは、関数のインスタンス (p. 103)に相当します。ログストリームは、Lambda 関数を更
新したとき、および複数の同時呼び出しを処理するために追加のインスタンスが作成されたときに表示さ
れます。特定の呼び出しのログを検索するために、AWS X-Ray を使って関数をインストルメント化するこ
とをお勧めします。 X-Ray は、リクエストとログストリームの詳細をトレースに記録します。
ログとトレースを X-Ray に関連付けるサンプルアプリケーションを使用するには、AWS Lambda の Error
Processor サンプルアプリケーション (p. 829) を参照してください。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
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• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI を使用して、--log-type コマンドオプションを使用して、呼び出しのログを取得できます。
レスポンスには、LogResultフィールドが含まれ、このフィールドには、呼び出しから base64 コードさ
れた最大 4 KB のログが含まれます。

Example ログ ID を取得します
次の例は、LogResultという名前の関数のmy-functionフィールドからログ ID を取得する方法を示し
ています。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail

次のような出力が表示されます。
{

"StatusCode": 200,
"LogResult":
"U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

}

Example ログをデコードします
同じコマンドプロンプトで、base64 ユーティリティを使用してログをデコードします。次の例は、myfunctionの base64 でエンコードされたログを取得する方法を示しています 。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text | base64 -d

次のような出力が表示されます。
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5caf5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Duration: 79.67 ms
Billed
Duration: 80 ms
Memory Size: 128 MB
Max Memory Used: 73 MB

base64このユーティリティは、Linux、macOS、および Windows の Ubuntu で使用できます。macOS
ユーザーは、base64 -Dを使用する必要があります 。

Example get-logs.sh スクリプト
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを使用して、最後の 5 つのログイベントをダウンロードしま
す。このスクリプトはsedを使用して出力ファイルから引用符を削除し、ログが使用可能になるまで15秒
待機します。この出力には Lambda からのレスポンスと、get-log-events コマンドからの出力が含ま
れます。
次のコードサンプルの内容をコピーし、Lambdaプロジェクトディレクトリにget-logs.shとして保存し
ます。
AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
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#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out -payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-name stream1
--limit 5

Example macOS および Linux(専用)
同じコマンドプロンプトで、macOS と Linux ユーザーが次のコマンドを実行して、スクリプトが実行可能
であることを確認する必要があります。
chmod -R 755 get-logs.sh

Example 最後の 5 つのログイベントを取得します
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを実行して、最後の 5 つのログイベントを取得します。
./get-logs.sh

次のような出力が表示されます。
{
}
{

"StatusCode": 200,
"ExecutedVersion": "$LATEST"

"events": [
{
"timestamp": 1559763003171,
"message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
$LATEST\n",
"ingestionTime": 1559763003309
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",\r ...",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r \"key\": \"value\"\r}\n",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003218,
"message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003218,
"message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\tDuration:
26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75 MB\t\n",
"ingestionTime": 1559763018353
}
],
"nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
"nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
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}

ログの削除
関数を削除しても、ロググループは自動的には削除されません。ログが無期限に保存されないようにする
には、ロググループを削除するか、ログが自動的に削除されるまでの保存期間を設定します。
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Node.js の AWS Lambda 関数エラー
コードが原因でエラーが発生すると、Lambda によって、エラーの JSON 表現が生成されます。このエ
ラードキュメントは、呼び出しログ (同期呼び出しの場合は出力) で確認できます。
このページでは、Lambda コンソールおよび AWS CLI を使用して Node.js ランタイムの Lambda 関数の
呼び出しエラーを表示する方法について説明します。
セクション
• 構文 (p. 309)
• 仕組み (p. 309)
• Lambda コンソールの使用 (p. 310)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 310)
• 他の AWS サービスでのエラー処理 (p. 311)
• 次のステップ (p. 312)

構文
Example index.js ファイル - 参照エラー
exports.handler = async function() {
return x + 10
}

このコードを実行すると、リファレンスエラーが発生します。Lambda はエラーを検出し、エラーメッ
セージ、タイプ、スタックトレースのフィールドを含む JSON ドキュメントを生成します。
{

}

"errorType": "ReferenceError",
"errorMessage": "x is not defined",
"trace": [
"ReferenceError: x is not defined",
"
at Runtime.exports.handler (/var/task/index.js:2:3)",
"
at Runtime.handleOnce (/var/runtime/Runtime.js:63:25)",
"
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)"
]

仕組み
Lambda 関数を呼び出すと、Lambda は呼び出しリクエストを受け取り、実行ロールのアクセス許可を検
証し、イベントドキュメントが有効な JSON ドキュメントであることを確認し、パラメータ値をチェック
します。
リクエストが検証に合格した場合、Lambda は関数インスタンスにリクエストを送信します。Lambda ラ
ンタイム (p. 84)環境は、イベントドキュメントをオブジェクトに変換して、関数ハンドラーに渡します。
Lambda がエラーを検出した場合、例外のタイプ、メッセージ、およびエラーの原因を示す HTTP ステー
タスコードを返します。Lambda 関数を呼び出したクライアントまたはサービスは、エラーを処理する
か、エラーをエンドユーザーに渡すことができます。正しいエラー処理動作は、アプリケーションの種
類、対象ユーザー、エラーの原因によって異なります。
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次の一覧は、Lambda から受信できるステータスコードの範囲を示したものです。
2xx
応答に X-Amz-Function-Error ヘッダーのある 2xx 番台のエラーは、Lambda ランタイムまたは
関数エラーを示します。2xx シリーズステータスコードは、Lambda がリクエストを受け入れたこと
を示しますが、エラーコードの代わりに、Lambda は、レスポンスに X-Amz-Function-Error ヘッ
ダーを含めることでエラーを示します。
4xx
4xx一連のエラーは、呼び出し元のクライアントまたはサービスが、要求を変更したり、許可を要
求したり、要求を再試行したりすることによって修正できるエラーを示します。4xx以外の一連のエ
ラーは、429 通常、リクエストのエラーを示します。
5xx
5xx シリーズエラーは、Lambda の問題、または関数の構成やリソースの問題を示します。5xx シ
リーズエラーは、ユーザーの操作なしで解決できる一時的な状態を示す場合があります。これらの問
題は、呼び出し側のクライアントやサービスでは対処できませんが、Lambda 関数の所有者によって
問題を解決できる場合があります。
呼び出しエラーの詳細な一覧については、「InvokeFunction エラー (p. 1030)」を参照してください。

Lambda コンソールの使用
テストイベントを設定し、出力を表示することで、Lambda コンソールで関数を呼び出すことができま
す。出力は関数の実行ログにも記録され、トレース (p. 731)が有効になっている場合は AWS X-Ray にも
記録されます。

Lambda コンソールで関数を呼び出すには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

テストする関数を選択し、[Test] (テスト) を選択します。

3.

[Test event] (テストイベント) で、[New event] (新しいイベント) を選択します。

4.

テンプレートを選択します。

5.

[Name] (名前) にテストの名前を入力します。テキスト入力ボックスに、JSON テストイベントを入力
します。

6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

7.

[Test] (テスト) を選択します。

Lambda コンソールで、関数が同期的 (p. 232)に呼び出され、結果が表示されます。レスポンス、ログ、
その他の情報を表示するには、[Details (詳細)] セクションを展開します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI で Lambda 関数を呼び出すと、AWS CLI はレスポンスを 2 つのドキュメントに分割しま
す。AWS CLIのレスポンスがコマンドプロンプトに表示されます。エラーが発生した場合は、レスポンス
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にはFunctionErrorフィールドが含まれます。関数によって返されたレスポンスまたはエラーは、出力
ファイルに書き込まれます。例えば、output.json、output.txt などです。
次の 読み出し コマンドの例は、関数を呼び出し、 呼び出し応答をoutput.txtファイルに書き込む方法
を示しています。
aws lambda invoke
\
--function-name my-function
\
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload '{"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"}' output.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
コマンドプロンプトにAWS CLIレスポンスが表示されるはずです:
{

}

"StatusCode": 200,
"FunctionError": "Unhandled",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

output.txtファイル内に関数呼び出しレスポンスが表示されるはずです。同じコマンドプロンプトで、
次のコマンドを使用してコマンドプロンプトに出力を表示することもできます。
cat output.txt

コマンドプロンプトに呼び出し応答が表示されます。
{"errorType":"ReferenceError","errorMessage":"x is not defined","trace":["ReferenceError:
x is not defined"," at Runtime.exports.handler (/var/task/index.js:2:3)"," at
Runtime.handleOnce (/var/runtime/Runtime.js:63:25)"," at process._tickCallback (internal/
process/next_tick.js:68:7)"]}

また、Lambda は、関数のログに最大 256 KB のエラーオブジェクトを記録します。詳細については、
「Node.js の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 304)」を参照してください。

他の AWS サービスでのエラー処理
別の AWS のサービスが関数を呼び出すと、サービスは呼び出しの種類と再試行動作を選択します。AWS
のサービスは、スケジュールに従って、リソースのライフサイクルイベントに応答して、またはユーザー
からのリクエストを処理するために、関数を呼び出すことができます。サービスによっては、関数を非同
期に呼び出し、Lambda でエラーを処理する場合もあれば、再試行するか、ユーザーにエラーを返す場合
もあります。
例えば、API Gateway はすべての呼び出しエラーと関数エラーを内部エラーとして扱います。Lambda API
が呼び出しリクエストを拒否した場合、API Gateway は 500 エラーコードを返します。関数が実行され
てもエラーが返された場合、または誤った形式でレスポンスが返された場合、API Gateway は 502 エラー
コードを返します。エラーレスポンスをカスタマイズするには、コードでエラーをキャッチし、レスポン
スを必要な形式に加工する必要があります。
エラーの発生元とその原因を特定するには、AWS X-Ray を使用することをお勧めします。X-Ray を使用
すると、エラーが発生したコンポーネントを特定し、そのエラーの詳細を確認することができます。次の
例は、API Gateway から 502 応答が返された関数エラーを示しています。
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詳細については、「AWS Lambda での Node.js コードの作成 (p. 313)」を参照してください。

次のステップ
• Lambda 関数に関するログ記録イベントを the section called “ログ記録” (p. 304) ページに表示する方法
を学びます。
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AWS Lambda での Node.js コードの作成
Lambda アプリケーションのトレース、デバッグ、および最適化を行うために、Lambda は AWS X-Ray
と統合されています。X-Ray を使用すると、Lambda 関数や他の AWS のサービスが含まれるアプリケー
ション内で、リソースを横断するリクエストをトレースできます。
トレースされたデータを X-Ray に送信するには、以下の 2 つの SDK ライブラリのいずれかを使用しま
す。
• AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) – 安全で本番環境に対応し、AWS でサポートされている
OpenElemetry (OTel) SDK のディストリビューションです。
• AWS X-Ray SDK for Node.js - トレースデータを生成して X-Ray に送信するための SDK。
ADOT と X-Ray SDK を使用することで、テレメトリーデータを X-Ray サービスに送信できます。その
後、X-Ray を使用して、アプリケーションのパフォーマンスメトリクスの表示やフィルタリングを行い、
インサイトを取得することで、問題点や最適化のための手法を同定できます。

Important
ADOT は、Lambda 関数の計測用として推奨されている手法です。すべての新しいアプリケー
ションでは、ADOT を使用することをお勧めします。ただし、OpenTelemetry に備わる柔軟性が
原因で、Lambda 関数の呼び出し時に、コールドスタートのレイテンシーが増加する可能性があ
ります。低レイテンシーに対する最適化を行っており、テレメトリの相関関係やバックエンドの
送信先に関する動的な設定など、OpenTelemetry の高度な機能も必要としない場合は、ADOT の
AWS X-Ray SDK が便利です。
セクション
• Node.js 関数の計測での ADOT の使用 (p. 313)
• X-Ray SDK を使用した Node.js 関数の計測 (p. 313)
• Lambda コンソールを使用したトレースの有効化 (p. 314)
• Lambda API でのトレースのアクティブ化 (p. 315)
• AWS CloudFormation によるトレースのアクティブ化 (p. 315)
• X-Ray トレースの解釈 (p. 316)
• ランタイムの依存関係のレイヤーへの保存 (X-Ray SDK) (p. 317)

Node.js 関数の計測での ADOT の使用
ADOT はフルマネージド型の Lambda レイヤー (p. 14)を提供します。こにより、OTel SDK を使用して
テレメトリデータを収集するために必要なすべてがパッケージ化されます。このレイヤーを使用すると、
関数コードを変更する必要はなしで、Lambda 関数を計測できます。また、このレイヤーは、OTel での
カスタムな初期化を実行するように構成することもできます。詳細については、ADOT のドキュメントの
「Custom configuration for the ADOT Collector on Lambda」(Lambda 上での ADOT Collector のカスタム
設定) 参照してください。
Node.js ランタイムの場合は、ADOT Javascript 向け AWS マネージド Lambda レイヤー を追加して、関
数を自動的に計測できます。このレイヤーの追加方法については、ADOT のドキュメントの「AWS Distro
for OpenTelemetry Lambda Support for JavaScript」(AWS Distro for OpenTelemetry の JavaScript 向け
Lambda サポート) を参照してください。

X-Ray SDK を使用した Node.js 関数の計測
Lambda 関数がアプリケーション内の他のリソースに対して行う呼び出しの詳細を記録するために、AWS
X-Ray SDK for Node.js を使用することもできます。SDK を取得するには、アプリケーションの依存関係
に aws-xray-sdk-core パッケージを追加します。
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Example blank-nodejs/package.json
{

}

"name": "blank-nodejs",
"version": "1.0.0",
"private": true,
"devDependencies": {
"aws-sdk": "2.631.0",
"jest": "25.4.0"
},
"dependencies": {
"aws-xray-sdk-core": "1.1.2"
},
"scripts": {
"test": "jest"
}

AWS SDK クライアントを実装するには、aws-sdk メソッドで captureAWS ライブラリをラップしま
す。

Example blank-nodejs/function/index.js - AWS SDK クライアントのトレース
const AWSXRay = require('aws-xray-sdk-core')
const AWS = AWSXRay.captureAWS(require('aws-sdk'))
// Create client outside of handler to reuse
const lambda = new AWS.Lambda()
// Handler
exports.handler = async function(event, context) {
event.Records.forEach(record => {
...

Lambda ランタイムは、 X-Ray SDK を設定するための環境変数をいくつか設定します。例え
ば、Lambda は、X-Ray SDK からランタイムエラーがスローされないように、LOG_ERROR に
AWS_XRAY_CONTEXT_MISSING をセットします。カスタムのコンテキストミッシング戦略を設定するに
は、関数設定の環境変数をオーバーライドして値を持たないようにします。その後、コンテキストミッシ
ング戦略をプログラムで設定できます。

Example 初期化コードの例
const AWSXRay = require('aws-xray-sdk-core');
// Configure the context missing strategy to do nothing
AWSXRay.setContextMissingStrategy(() => {});

詳細については、「the section called “環境変数” (p. 172)」を参照してください。
正しい依存関係を追加し、必要なコード変更を行った後、Lambda コンソールまたはAPIを介して関数の設
定でトレースをアクティブにします。

Lambda コンソールを使用したトレースの有効化
コンソールを使用して Lambda 関数のアクティブなトレースを切り替えるには、次のステップに従いま
す。

トレースをアクティブにするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
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2.

関数を選択します。

3.

[Configuration] (設定) を選択してから、[Monitoring and operations tools] (モニタリングおよび運用
ツール) を選択します。

4.

[Edit] (編集) を選択します。

5.

[X-Ray] で、[Active tracing] (アクティブトレース) をオンに切り替えます。

6.

[Save] を選択します。

Lambda API でのトレースのアクティブ化
AWS CLI または AWS SDK で Lambda 関数のトレースを設定するには、次の API オペレーションを使用
します。
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• GetFunctionConfiguration (p. 1001)
• CreateFunction (p. 938)
以下の例の AWS CLI コマンドは、my-function という名前の関数に対するアクティブトレースを有効にし
ます。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active

トレースモードは、関数のバージョンを公開するときのバージョン固有の設定の一部です。公開後のバー
ジョンのトレースモードを変更することはできません。

AWS CloudFormation によるトレースのアクティブ化
AWS CloudFormation テンプレート内で AWS::Lambda::Function リソースに対するアクティブトレー
スを有効化するには、TracingConfig プロパティを使用します。

Example function-inline.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
TracingConfig:
Mode: Active
...

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) AWS::Serverless::Function リソースに、Tracing
プロパティを使用します。

Example template.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Tracing: Active
...
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X-Ray トレースの解釈
関数には、トレースデータを X-Ray にアップロードするためのアクセス許可が必要です。Lambda コン
ソールでトレースを有効にすると、Lambda は必要な権限を関数の [execution role] (p. 53) (実行ロール) に
追加します。それ以外の場合は、AWSXRayDaemonWriteAccess ポリシーを実行ロールに追加します。
アクティブトレースの設定後は、アプリケーションを通じて特定のリクエストの観測が行えるようになり
ます。[X-Ray service graph] (X-Rayサービスグラフ) には、アプリケーションとそのすべてのコンポーネン
トに関する情報が表示されます。エラープロセッサ (p. 829) のサンプルアプリケーションの次の例は、2
つの関数を持つアプリケーションを示しています。プライマリ関数はイベントを処理し、エラーを返す場
合があります。上位 2 番目の関数は、最初のロググループに表示されるエラーを処理し、AWS SDKを使
用してX-Ray、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、および Amazon CloudWatch Logs を呼び
出します。

X-Ray は、アプリケーションへのすべてのリクエストをトレースするわけではありません。X-Ray は、サ
ンプリングアルゴリズムを適用することで効率的なトレースを行い、同時に、すべてのリクエストについ
ての代表的なサンプルを示します。サンプルレートは 1 秒あたり 1 回のリクエストで、追加リクエストの
5％ です。

Note
関数の X-Ray サンプルレートは設定することはできません。
アクティブトレースを使用する場合、Lambda はトレースごとに 2 つのセグメントを記録します。これに
より、サービスグラフに 2 つのノードが作成されます。次のイメージは、上記のエラープロセッサの例の
主要機能のこれら 2 つのノードを示しています。

左に示された 1 つめのノードは、呼び出しリクエストを受信する Lambda サービスを表しています。2 番
目のノードは、特定の Lambda 関数を表しています。次の例は、これら 2 つのセグメントを使用したト
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レースを示しています。いずれも my-function と名付けられていますが、1 つは AWS::Lambda が起点が
あり、もう 1 つは AWS::Lambda::Function が起点があります。

この例では、関数セグメントを展開して、それの 3 つのサブセグメントが表示されています。
• 初期化 － 関数のロードと初期化コード (p. 22)の実行にかかった時間を表します。このサブセグメント
は、関数の各インスタンスが処理する最初のイベントに対してのみ表示されます。
• [Invocation] (呼び出し) - ハンドラーコードの実行に費やされた時間を表します。
• [Overhead] (オーバーヘッド) - Lambda ランタイムが次のイベントを処理するための準備に費やす時間
を表します。
HTTP クライアントをインストルメントし、SQL クエリを記録し、注釈とメタデータからカスタムサブセ
グメントを作成することもできます。詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS XRay SDK for Node.js」を参照してください。

料金
X-Ray トレースは、毎月、AWS 無料利用枠で設定された一定限度まで無料で利用できます。XRay の利用がこの上限を超えた場合は、トレースによる保存と取得に対する料金が発生します。
詳細については、「AWS X-Ray 料金表」を参照してください。

ランタイムの依存関係のレイヤーへの保存 (X-Ray
SDK)
X-Ray SDK を使用して AWS SDK クライアントを関数コードに埋め込むと、デプロイパッケージが巨大に
なる可能性があります。機能コードを更新するたびに実行時の依存関係がアップロードされないようにす
るには、X-Ray SDK を [Lambda layer] (p. 161) (Lambda レイヤー) にパッケージ化します。
次に、AWS X-Ray SDK for Node.js を保存している AWS::Serverless::LayerVersion リソースの例
を示します。

Example template.yml － 依存関係レイヤー
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
CodeUri: function/.
Tracing: Active
Layers:
- !Ref libs
...
libs:
Type: AWS::Serverless::LayerVersion
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Properties:
LayerName: blank-nodejs-lib
Description: Dependencies for the blank sample app.
ContentUri: lib/.
CompatibleRuntimes:
- nodejs12.x

この設定では、ランタイム依存関係を変更した場合にのみ、ライブラリレイヤーの更新が必要です。関数
のデプロイパッケージにはユーザーのコードのみが含まれるため、アップロード時間を短縮できます。
依存関係のレイヤーを作成するには、デプロイ前にレイヤーアーカイブを生成するようにビルドを変更す
る必要があります。実際の例については、blank-nodejs サンプルアプリケーションを参照してください。
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TypeScript による Lambda 関数の作
成
Node.js ランタイムを使用すると、TypeScript コードを AWS Lambda で実行できます。Node.js は
TypeScript コードをネイティブに実行しないため、最初に TypeScript から JavaScript へのコード変換 (ト
ランスパイル) を行う必要があります。次に、JavaScript ファイルを使用して、この関数コードを Lambda
にデプロイします。このコードは、ユーザーが管理する AWS Identity and Access Management (IAM) ロー
ルの認証情報を使用することで、AWS SDK for JavaScript を含む環境内で実行できます。
Lambda は、以下の Node.js ランタイムをサポートしています。

Node.js
名前

識別子

SDK

オペレーティン アーキテクチャ 廃止
グシステム

Node.js 16

nodejs16.x

2.1083.0

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

Node.js 14

nodejs14.x

2.1055.0

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

Node.js 12

nodejs12.x

2.1055.0

Amazon Linux
2

x86_64、arm64 2022 年 11 月
14 日

TypeScript 開発環境のセットアップ
TypeScript 関数のコードを記述するには、ローカルの統合開発環境 (IDE)、テキストエディタ、または
AWS Cloud9 を使用します。Lambda コンソールでは TypeScript コードを作成できません。
TypeScript コードのトランスパイルのためには、esbuild のようなコンパイラ、またはマイクロソフトの
TypeScript コンパイラ (tsc) をセットアップします。これらは、TypeScript ディストリビューションに
同梱されています。AWS Serverless Application Model (AWS SAM) または AWS Cloud Development Kit
(AWS CDK) を使用すると、TypeScript コードのビルドとデプロイを簡素化できます。どちらのツール
も、TypeScript コードから JavaScript へのトランスパイルに esbuild を使用します。
esbuild を使用する際は、以下を考慮してください。
• TypeScript に関する注意事項がいくつか存在します。
• TypeScript のトランスパイルには、使用する予定の Node.js ランタイムに適合する設定を行う必要
があります。詳細については、esbuild ドキュメントの「Target」(ターゲット) を参照してくださ
い。Lambda でサポートされている特定の Node.js バージョンをターゲットにする場合の、tsconfig.json
ファイルの例については、TypeScript GitHub リポジトリを参照してください。
• esbuild では、型チェックは行われません。型をチェックする場合は、tsc コンパイラを使用します。次
の例に示すように、tsc -noEmit を実行するか、tsconfig.json ファイルに "noEmit" パラメータを追
加します。これを設定することで、tsc は JavaScript ファイルを出力しなくなります。型のチェックが
終了したら、esbuild を使用して TypeScript ファイルを JavaScript に変換します。

Example tsconfig.json
{
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}

"compilerOptions": {
"target": "es2020",
"strict": true,
"preserveConstEnums": true,
"noEmit": true,
"sourceMap": false,
"module":"commonjs",
"moduleResolution":"node",
"esModuleInterop": true,
"skipLibCheck": true,
"forceConsistentCasingInFileNames": true,
"isolatedModules": true,
},
"exclude": ["node_modules", "**/*.test.ts"]

トピック
• TypeScript の AWS Lambda 関数ハンドラー (p. 321)
• .zip ファイルアーカイブを使用して、トランスパイルされた TypeScript コードを Lambda にデプロイ
する (p. 323)
• コンテナイメージを使用して、トランスパイルされた TypeScript コードを Lambda にデプロイす
る (p. 328)
• TypeScript の AWS Lambda 関数エラー (p. 331)
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TypeScript の AWS Lambda 関数ハンドラー
AWS Lambda 関数のハンドラーは、イベントを処理する関数コード内のメソッドです。関数が呼び出され
ると、Lambda はハンドラーメソッドを実行します。ハンドラーによってレスポンスが終了するか、レス
ポンスが返ったら、別のイベントを処理できるようになります。
Node.js ランタイムでは、ハンドラーメソッドに 3 つの引数を渡します。
• event オブジェクト: 呼び出し元からの情報が含まれます。
• コンテキストオブジェクト (p. 302): 呼び出し、関数、および実行環境に関する情報が含まれます。
• 3 番目の引数である callback は、レスポンスを送信するために非同期ではないハンドラーで呼び出す
ことができる関数です。非同期ハンドラーの場合は、callback を使用する代わりに、レスポンス、エ
ラー、または promise をランタイムに返します。

非同期ではないハンドラー
非同期ではないハンドラーの場合、ランタイムはイベントオブジェクト、コンテキストオブジェク
ト (p. 302)、およびコールバック関数をハンドラーメソッドへ渡します。コールバック関数のレスポンス
オブジェクトは、JSON.stringify と互換性がある必要があります。

Example TypeScript 関数 — 同期
import { Context, APIGatewayProxyCallback, APIGatewayEvent } from 'aws-lambda';
export const lambdaHandler = (event: APIGatewayEvent, context: Context, callback:
APIGatewayProxyCallback): void => {
console.log(`Event: ${JSON.stringify(event, null, 2)}`);
console.log(`Context: ${JSON.stringify(context, null, 2)}`);
callback(null, {
statusCode: 200,
body: JSON.stringify({
message: 'hello world',
}),
});
};

非同期ハンドラー
非同期ハンドラーでは、return および throw をそれぞれ使用して、レスポンスまたはエラーを送信す
ることができます。これらのメソッドを使用してレスポンスまたはエラーを返すには、関数でキーワード
async を使用する必要があります。
コードで非同期タスクを実行する場合は、実行が終了することを確認できるように promise を返しま
す。promise を解決または拒否した場合、Lambda は、レスポンスまたはエラーを呼び出し元に返しま
す。

Example TypeScript 関数 — 非同期
import { Context, APIGatewayProxyResult, APIGatewayEvent } from 'aws-lambda';
export const lambdaHandler = async (event: APIGatewayEvent, context: Context):
Promise<APIGatewayProxyResult> => {
console.log(`Event: ${JSON.stringify(event, null, 2)}`);
console.log(`Context: ${JSON.stringify(context, null, 2)}`);
return {
statusCode: 200,
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};

};

body: JSON.stringify({
message: 'hello world',
}),

イベントオブジェクトへの型の使用
型をチェックする機能が失われるため、ハンドラー引数と return 型に any 型を使用しないことをお勧めし
ます。代わりに、sam local generate-event AWS Serverless Application Model CLI コマンドを使用してイ
ベントを生成するか、または @types/aws-lambda パッケージからオープンソース定義を使用します。

sam local generate-event コマンドを使用したイベントの生成
1.

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) プロキシイベントを生成します。
sam local generate-event s3 put >> S3PutEvent.json

2.

QuickType ユーティリティを使用して、S3PutEvent.json ファイルから型定義を生成します。
npm install -g quicktype
quicktype S3PutEvent.json -o S3PutEvent.ts

3.

生成された型をコードで使用します。
import { S3PutEvent } from './S3PutEvent';
export const lambdaHandler = async (event: S3PutEvent): Promise<void> => {
event.Records.map((record) => console.log(record.s3.object.key));
};

@types/aws-lambda パッケージのオープンソース定義を使用したイベントの生成
1.

開発環境の依存関係として @types/aws-lambda パッケージを追加します。
npm install -D @types/aws-lambda

2.

コードで型を使用します。
import { S3Event } from "aws-lambda";
export const lambdaHandler = async (event: S3Event): Promise<void> => {
event.Records.map((record) => console.log(record.s3.object.key));
};
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.zip ファイルアーカイブを使用して、トランスパイ
ルされた TypeScript コードを Lambda にデプロイ
する
TypeScript コードを AWS Lambda にデプロイする前に、JavaScript にトランスパイルする必要がありま
す。このページでは、TypeScript コードをビルドして Lambda にデプロイする 3 つの方法について説明し
ます。
• AWS Serverless Application Model (AWS SAM) の使用 (p. 323)
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) の使用 (p. 324)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) および esbuild の使用 (p. 326)
AWS SAM と AWS CDK が、TypeScript 関数のビルドとデプロイを簡素化します。AWS SAM テンプレー
ト仕様は、サーバーレスアプリケーションを構成する Lambda 関数、API、アクセス許可、設定、およ
びイベントを記述するためのシンプルで簡潔な構文を提供します。AWS CDK を使用すると、プログラ
ミング言語の優れた表現力を活かして、信頼性が高く、スケーラブルで、コスト効率の高いアプリケー
ションをクラウドで構築できます。AWS CDK は、中級～上級レベルの AWS ユーザーを対象としていま
す。AWS CDK と AWS SAM はどちらも、TypeScript コードの JavaScript へのトランスパイルに esbuild
を使用しています。

AWS SAM を使用して TypeScript コードを Lambda
にデプロイする
AWS SAM を使用して、Hello World TypeScript サンプルアプリケーションをダウンロード、ビルド、およ
びデプロイする場合は、以下の手順に従ってください。このアプリケーションは、基本的な API バックエ
ンドを実装し、Amazon API Gateway エンドポイントと Lambda 関数で構成されています。API Gateway
エンドポイントに GET リクエストを送信すると、Lambda 関数が呼び出されます。関数は hello world
のメッセージを返します。

Note
AWS SAM は esbuild を使用して、TypeScript コードから Node.js Lambda 関数を作成し
ます。esbuild のサポートは、現在パブリックプレビュー中です。パブリックプレビュー中
は、esbuild のサポートは、下位互換性のない変更の対象となる場合があります。

前提条件
このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI バージョン 2
• AWS SAM CLI バージョン 1.39 以降
• Node.js 14.x 以降

AWS SAM サンプルアプリケーションをデプロイする
1.

Hello World TypeScript テンプレートを使用して、アプリケーションを初期化します。
sam init --app-template hello-world-typescript --name sam-app --package-type Zip -runtime nodejs16.x
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2.

(オプション) サンプルアプリケーションには、コードの linting 用の ESLint やユニットテスト用の
Jest など、一般的に使用されるツールの設定が含まれています。lint コマンドとテストコマンドを実
行するには、次のコードを使用します。
cd sam-app/hello-world
npm install
npm run lint
npm run test

3.

アプリケーションをビルドします。esbuild サポートはパブリックプレビュー中であるため、-beta-features オプションが必要です。
cd sam-app
sam build --beta-features

4.

アプリケーションをデプロイします。
sam deploy --guided

5.

画面に表示されるプロンプトに従ってください。インタラクティブな形式で提供されるデフォルトオ
プションを受け入れるには、Enter を押して応答します。

6.

REST API のエンドポイントが出力に表示されます。ブラウザでエンドポイントを開き、関数をテス
トします。次のレスポンスが表示されます。
{"message":"hello world"}

7.

これは、インターネット経由でアクセス可能なパブリック API エンドポイントです。テスト後にエン
ドポイントを削除することをお勧めします。
sam delete

AWS CDK を使用して TypeScript コードを Lambda
にデプロイする
AWS CDK を使用して TypeScript サンプルアプリケーションをビルドおよびデプロイする場合は、以下の
手順に従ってください。このアプリケーションは、基本的な API バックエンドを実装し、API Gateway エ
ンドポイントと Lambda 関数で構成されています。API Gateway エンドポイントに GET リクエストを送
信すると、Lambda 関数が呼び出されます。関数は hello world のメッセージを返します。

前提条件
このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI バージョン 2
• AWS CDK バージョン 2
• Node.js 14.x 以降

AWS CDK サンプルアプリケーションをデプロイする
1.

新しいアプリケーション用のプロジェクトディレクトリを作成します。
mkdir hello-world
cd hello-world
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2.

アプリケーションを初期化します。
cdk init app --language typescript

3.

開発環境の依存関係として @types/aws-lambda パッケージを追加します。
npm install -D @types/aws-lambda

4.

lib ディレクトリを開きます。hello-world-stack.ts という名前のファイルが表示されます。このディレ
クトリに hello-world.function.ts と hello-world.ts の 2 つの新しいファイルを作成します。

5.

hello-world.function.ts を開き、次のコードをファイルに追加します。これは Lambda 関数のコードで
す。
import { Context, APIGatewayProxyResult, APIGatewayEvent } from 'aws-lambda';
export const handler = async (event: APIGatewayEvent, context: Context):
Promise<APIGatewayProxyResult> => {
console.log(`Event: ${JSON.stringify(event, null, 2)}`);
console.log(`Context: ${JSON.stringify(context, null, 2)}`);
return {
statusCode: 200,
body: JSON.stringify({
message: 'hello world',
}),
};
};

6.

hello-world.ts を開き、次のコードをファイルに追加します。これには、Lambda 関数を作成する
NodeJsFunction コンストラクトと、REST API を作成する LambdaRestApi コンストラクトが含まれ
ています。
import { Construct } from 'constructs';
import { NodejsFunction } from 'aws-cdk-lib/aws-lambda-nodejs';
import { LambdaRestApi } from 'aws-cdk-lib/aws-apigateway';
export class HelloWorld extends Construct {
constructor(scope: Construct, id: string) {
super(scope, id);
const helloFunction = new NodejsFunction(this, 'function');
new LambdaRestApi(this, 'apigw', {
handler: helloFunction,
});
}
}

NodejsFunction コンストラクトでは、デフォルトで次のことを前提としています。
• 関数ハンドラーは handler と呼ばれます。
• 関数コードを含む .ts ファイル (hello-world.function.ts) は、コンストラクトを含む .ts ファイ
ル (hello-world.ts) と同じディレクトリに存在します。コンストラクトは、コンストラクトの ID
(「hello-world」) と Lambda ハンドラーファイルの名前 (「function」) を使用して、関数コードを
検索します。例えば、関数コードが hello-world.my-function.ts という名前のファイルに含まれてい
る場合、hello-world.ts ファイルは、関数コードを次のようにして参照する必要があります。
const helloFunction = new NodejsFunction(this, 'my-function');

この動作を変更したり、他の esbuild パラメータを設定したりできます。詳細については、「AWS
CDK API リファレンス」の「Configuring esbuild」(esbuild の設定) を参照してください。
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7.

hello-world-stack.ts を開きます。これは、AWS CDK スタックを定義するコードです。このコード
を、次のコードで置き換えます。
import { Stack, StackProps } from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import { HelloWorld } from './hello-world';
export class HelloWorldStack extends Stack {
constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) {
super(scope, id, props);
new HelloWorld(this, 'hello-world');
}
}

8.

アプリケーションをデプロイします。
cdk deploy

9.

AWS CDK は、esbuild を使用して Lambda 関数をビルドおよびパッケージ化し、その関数を Lambda
ランタイムにデプロイします。REST API のエンドポイントが出力に表示されます。ブラウザでエン
ドポイントを開き、関数をテストします。次のレスポンスが表示されます。
{"message":"hello world"}

これは、インターネット経由でアクセス可能なパブリック API エンドポイントです。テスト後にエン
ドポイントを削除することをお勧めします。

AWS CLI および esbuild を使用して、TypeScript コー
ドを Lambda にデプロイする
次の例は、esbuild および AWS CLI を使用して TypeScript コードをトランスパイルし、Lambda にデプロ
イする方法を示しています。esbuild は、すべての依存関係を含む 1 つの JavaScript ファイルを生成しま
す。これは、.zip アーカイブに追加する必要がある唯一のファイルです。

前提条件
このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI バージョン 2
• Node.js 14.x 以降
• Lambda 関数の実行ロール (p. 53)

サンプル関数をデプロイする
1.

ローカルマシンで、新しい関数のプロジェクトディレクトリを作成します。

2.

npm または任意のパッケージマネージャーを使用して、新しい Node.js プロジェクトを作成します。
npm init

3.

@types/aws-lambda および esbuild のパッケージを開発環境の依存関係として追加します。
npm install -D @types/aws-lambda esbuild
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4.

index.ts という名前の新しいファイルを作成します。次のコードを新しいファイルに追加します。
これは Lambda 関数のコードです。関数は hello world のメッセージを返します。関数は、API
Gateway リソースを作成しません。
import { Context, APIGatewayProxyResult, APIGatewayEvent } from 'aws-lambda';
export const handler = async (event: APIGatewayEvent, context: Context):
Promise<APIGatewayProxyResult> => {
console.log(`Event: ${JSON.stringify(event, null, 2)}`);
console.log(`Context: ${JSON.stringify(context, null, 2)}`);
return {
statusCode: 200,
body: JSON.stringify({
message: 'hello world',
}),
};
};

5.

ビルドスクリプトを package.json ファイルに追加します。これにより、esbuild が.zip デプロイパッ
ケージを自動的に作成するように設定されます。詳細については、esbuild ドキュメントの「Build
scripts」(ビルドスクリプト) を参照してください。
"scripts": {
"prebuild": "rm -rf dist",
"build": "esbuild index.ts --bundle --minify --sourcemap --platform=node -target=es2020 --outfile=dist/index.js",
"postbuild": "cd dist && zip -r index.zip index.js*"
},

6.

パッケージをビルドします。
npm run build

7.

.zip デプロイパッケージを使用して Lambda 関数を作成します。ハイライト表示されたテキスト
を、実行ロール (p. 53)の Amazon リソースネーム (ARN) で置き換えます。
aws lambda create-function --function-name hello-world --runtime "nodejs16.x" -role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-ex --zip-file "fileb://dist/index.zip" -handler index.handler

8.

テストイベントを実行して (p. 260)、関数が次のレスポンスを返すことを確認します。API Gateway
を使用してこの関数を呼び出す場合は、REST API を作成および設定してください。
{
}

"statusCode": 200,
"body": "{\"message\":\"hello world\"}"
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コンテナイメージを使用して、トランスパイルされ
た TypeScript コードを Lambda にデプロイする
TypeScript コードを Node.js コンテナイメージ (p. 148)として AWS Lambda 関数にデプロイできま
す。AWS は、コンテナイメージのビルドに役立つ Node.js のベースイメージ (p. 300)を提供します。これ
らのベースイメージには、Lambda でイメージを実行するために必要な言語ランタイムおよびその他のコ
ンポーネントがプリロードされています。AWS は、コンテナイメージの構築に役立つ各ベースイメージの
Dockerfile を提供します。
コミュニティベースイメージまたはプライベートエンタープライズベースイメージを使用する場合は、
ベースイメージに Node.js ランタイムインターフェイスクライアント (RIC) を追加して (p. 301)、Lambda
と互換性を持たせる必要があります。詳細については、「代替ベースイメージからのイメージの作
成 (p. 157)」を参照してください。
Lambda は、関数をローカルでテストするためのランタイムインターフェイスエミュレータ（RIE）を提供
します。Lambda の ベースイメージとカスタムランタイムのベースイメージには、RIE が含まれます。そ
の他のベースイメージでは、イメージをローカルでテストする (p. 151)ための RIE をダウンロードできま
す。

Node.js ベースイメージを使用して TypeScript 関数
コードをビルドおよびパッケージ化する
前提条件
このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2
• Docker
次の手順では、Docker CLI コマンドを使用してコンテナイメージを作成します。Docker をインストー
ルする場合は、Docker ウェブサイトの「Docker の入手」を参照してください。
• Node.js 14.x 以降

AWS ベースイメージから Lambda のイメージを作成するには
1.

ローカルマシンで、新しい関数のプロジェクトディレクトリを作成します。

2.

npm または任意のパッケージマネージャーを使用して、新しい Node.js プロジェクトを作成します。
npm init

3.

@types/aws-lambda および esbuild のパッケージを開発環境の依存関係として追加します。
npm install -D @types/aws-lambda esbuild

4.

ビルドスクリプトを package.json ファイルに追加します。
"scripts": {
"build": "esbuild index.ts --bundle --minify --sourcemap --platform=node -target=es2020 --outfile=dist/index.js"
}

5.

index.ts という名前の新しいファイルを作成します。その新しいファイルに次のサンプルコードを追
加します。これは Lambda 関数のコードです。関数は hello world のメッセージを返します。
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import { Context, APIGatewayProxyResult, APIGatewayEvent } from 'aws-lambda';
export const handler = async (event: APIGatewayEvent, context: Context):
Promise<APIGatewayProxyResult> => {
console.log(`Event: ${JSON.stringify(event, null, 2)}`);
console.log(`Context: ${JSON.stringify(context, null, 2)}`);
return {
statusCode: 200,
body: JSON.stringify({
message: 'hello world',
}),
};
};

6.

新しい Dockerfile を次の設定で作成します。
• FROM プロパティにベースイメージの URI を設定します。
• CMD 引数により、Lambda 関数ハンドラを指定します。

Example Dockerfile
次の Dockerfile は、マルチステージビルドを使用します。最初のステップでは、TypeScript コードを
JavaScript にトランスパイルします。2 番目のステップでは、JavaScript ファイルと本番環境の依存
関係のみを含むコンテナイメージを生成します。
FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:16 as builder
WORKDIR /usr/app
COPY package.json index.ts ./
RUN npm install
RUN npm run build
FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:16
WORKDIR ${LAMBDA_TASK_ROOT}
COPY --from=builder /usr/app/dist/* ./
CMD ["index.handler"]

7.

イメージをビルドします。
docker build -t hello-world .

8.

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) レジストリに対して Docker CLI を認証します。
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --passwordstdin 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

9.

create-repository コマンドを使用して、Amazon ECR にリポジトリを作成します。
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --image-scanning-configuration
scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE

10. リポジトリ名と一致するタグをイメージに付け、docker push コマンドを使用してそのイメージを
Amazon ECR にデプロイします。
docker tag hello-world:latest 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/helloworld:latest
docker push 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
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11. Lambda 関数を作成およびテストします (p. 142)。
関数コードを更新するには、新しいバージョンのイメージを作成し、そのイメージを Amazon ECR リポジ
トリに保存する必要があります。詳細については、「関数コードの更新 (p. 145)」を参照してください。
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TypeScript の AWS Lambda 関数エラー
JavaScript にトランスパイルされる TypeScript コードで例外が発生した場合は、ソースマップファイルを
使用して、エラーが発生した場所を特定します。ソースマップファイルを使用すると、デバッガはコンパ
イルされた JavaScript ファイルを TypeScript ソースコードにマッピングできます。
例えば、次のコードを使用するとエラーが発生します。
export const handler = async (event: unknown): Promise<unknown> => {
throw new Error('Some exception');
};

AWS Lambda はエラーをキャッチし、JSON ドキュメントを生成します。ただし、この JSON ドキュメン
トは、コンパイルされた JavaScript ファイル (app.js) を参照するもので、TypeScript のソースファイルを
参照するものではありません。
{

}

"errorType": "Error",
"errorMessage": "Some exception",
"stack": [
"Error: Some exception",
"
at Runtime.p [as handler] (/var/task/app.js:1:491)",
"
at Runtime.handleOnce (/var/runtime/Runtime.js:66:25)"
]

TypeScript ソースファイルにマッピングするエラーレスポンスを受信するには
Note
Lambda@Edge は環境変数をサポートしていないため、以下のステップは Lambda@Edge 関数
には無効です。
1.

esbuild または別の TypeScript コンパイラでソースマップファイルを生成します。例:
esbuild app.ts —sourcemap —outfile=output.js

2.

ソースマップをデプロイに追加します。

3.

--enable-source-maps を NODE_OPTIONS に追加して、Node.js ランタイムのソースマップを有
効にします。

Example AWS Serverless Application Model (AWS SAM) 向け
Globals:
Function:
Environment:
Variables:
NODE_OPTIONS: '--enable-source-maps'

template.yaml ファイル内の esbuild のプロパティに Sourcemap: true が含まれていることを確認しま
す。例:
Metadata: # Manage esbuild properties
BuildMethod: esbuild
BuildProperties:
Minify: true
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Target: "es2020"
Sourcemap: true
EntryPoints:
- app.ts

Example AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) の例
AWS CDK アプリケーションでソースマップを使用するには、NodeJsFunction コンストラクトを含むファ
イルに次のコードを追加します。
const helloFunction = new NodejsFunction(this, 'function',{
bundling: {
minify: true,
sourceMap: true
},
environment:{
NODE_OPTIONS: '--enable-source-maps',
}
});

コード内でソースマップを使用すると、次のようなエラーレスポンスが返されます。このレスポンス
は、app.ts ファイル内の 11 列、2 行目でエラーが発生したことを示しています。
{

"errorType": "Error",
"errorMessage": "Some exception",
"stack": [
"Error: Some exception",
"
at Runtime.p (/private/var/folders/3c/0d4wz7dn2y75bw_hxdwc0h6w0000gr/T/
tmpfmxb4ziy/app.ts:2:11)",
"
at Runtime.handleOnce (/var/runtime/Runtime.js:66:25)"
]
}

以下のトピックは、Node.js ランタイムに加えて TypeScript にも関連しています。
• Node.js の AWS Lambda context オブジェクト (p. 302)
• Node.js の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 304)
• AWS Lambda での Node.js コードの作成 (p. 313)
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Python による Lambda 関数の構築
AWS Lambda で Python コードを実行できます。Lambda は、コードを実行してイベントを処理す
る Python 用のランタイム (p. 84)を提供します。コードは、管理している AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールの認証情報により、SDK for Python (Boto3) を備えた環境で実行されます。
Lambda は、以下の Python ランタイムをサポートしています。

Python
名前

識別子

SDK

オペレーティン アーキテクチャ 廃止
グシステム

Python 3.9

python3.9

boto3-1.20.32
Amazon Linux
botocore-1.23.32 2

x86_64、arm64

Python 3.8

python3.8

boto3-1.20.32
Amazon Linux
botocore-1.23.32 2

x86_64、arm64

Python 3.7

python3.7

boto3-1.20.32
Amazon Linux
botocore-1.23.32

x86_64

この表のランタイム情報は、常に更新されています。Lambda での AWS SDK の使用に関する詳細につい
ては、「Managing AWS SDKs in Lambda functions」(Lambda 関数での SDK の管理) を参照してくださ
い。

Python 関数を作成するには
1.

Lambda コンソールを開きます。

2.

[Create function] (関数の作成) をクリックします。

3.

以下の設定を行います。
• 名前 – my-function。
• ランタイム - Python 3.9。
• ロール – 既存のロールを選択します。
• 既存のロール – lambda-role。

4.

[Create function] (関数の作成) をクリックします。

5.

テストイベントを設定するには、[テスト] を選択します。

6.

[イベント名] で、「test」と入力します。

7.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

8.

[Test] (テスト) を選択して関数を呼び出します。

コンソールで、lambda_function という名前の単一のソースファイルを含む Lambda 関数が作成されま
す。このファイルを編集し、組み込みのコードエディタ (p. 39)でファイルをさらに追加することができま
す。変更を保存するには [保存] を選択します。コードを実行するには、[Test] (テスト) を選択します。

Note
Lambda コンソールでは、AWS Cloud9 を使用して、ブラウザに統合開発環境を提供します。ま
た、AWS Cloud9 を使用して、独自の環境で Lambda 関数を開発することもできます。詳細につ
いては、AWS Cloud9 ユーザーガイドの「Lambda 関数の使用」を参照してください。
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Note
ローカル環境でアプリケーション開発を開始するには、このガイドの GitHub リポジトリで利用可
能なサンプルアプリケーションの 1 つをデプロイします。

Python のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-python - ログ記録、環境変数、AWS X-Ray トレース、レイヤー、単位テスト、AWS
SDK の使用を示す Python 関数。
Lambda 関数には CloudWatch Logs ロググループが付属しています。関数のランタイムは、各呼び出
しに関する詳細を CloudWatch Logs に送信します。これは呼び出し時に、任意の関数が出力するロ
グ (p. 349)を中継します。関数がエラーを返す場合 (p. 354)、Lambda はエラー形式を整え、それを呼
び出し元に返します。
トピック
• Python の Lambda 関数ハンドラー (p. 335)
• .zip ファイルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339)
• コンテナイメージで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 344)
• Python の AWS Lambda context オブジェクト (p. 347)
• Python の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 349)
• Python の AWS Lambda 関数エラー (p. 354)
• AWS Lambda での Python コードの作成 (p. 358)
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Python の Lambda 関数ハンドラー
Note
Python 3.6 ランタイムのサポートは、2022 年 7 月 18 日で終了します。詳細については、「the
section called “ランタイムの非推奨化に関するポリシー” (p. 85)」を参照してください。
Lambda 関数のハンドラーは、イベントを処理する関数コード内のメソッドです。関数が呼び出される
と、Lambda はハンドラーメソッドを実行します。ハンドラーによってレスポンスが終了するか、レスポ
ンスが返ったら、別のイベントを処理できるようになります。
Python で関数ハンドラーを作成するときは、次の一般的な構文が使用できます。
def handler_name(event, context):
...
return some_value

命名
Lambda 関数の作成時に指定される Lambda 関数ハンドラー名は、以下から取得されます。
• Lambda ハンドラー関数が配置されているファイルの名前
• Python ハンドラー関数の名前
関数ハンドラーには任意の名前を付けることができますが、Lambda コンソールのデフォルト名は
lambda_function.lambda_handler です。この関数ハンドラー名には、関数名 (lambda_handler)
と、ハンドラコードが保存されているファイル (lambda_function.py) が反映されます。
Lambda コンソールの関数ハンドラー名を変更するには、ランタイム設定ペインで、[Edit] (編集) を選択し
ます。

仕組み
Lambda が関数ハンドラーを呼び出すと、Lambda ランタイム (p. 84)が 2 つの引数を関数ハンドラーに渡
します。
• 最初の引数は イベントオブジェクト です。イベントは、処理する Lambda 関数のデータを含む JSON
形式のドキュメントです。 Lambda ランタイム (p. 84)は、イベントをオブジェクトに変換し、それを関
数コードに渡します。これは通常 Python dict タイプです。また list、str、int、float、または
NoneType タイプを使用できます。
イベントオブジェクトには、呼び出し元のサービスからの情報が含まれます。関数を呼び出すときは、
イベントの構造とコンテンツを決定します。AWS のサービスで関数を呼び出す場合、そのイベントは
サービスによって定義されます。AWS サービスからのイベントの詳細については、「他のサービスで
AWS Lambda を使用する (p. 509)」を参照してください。
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• 2番目の引数は コンテキストオブジェクト (p. 347)です。コンテキストオブジェクトは、ランタイム
に Lambda によって関数に渡されます。このオブジェクトは、呼び出し、関数、およびランタイム環境
に関する情報を示すメソッドおよびプロパティを提供します。

値の返し
オプションで、ハンドラーは値を返すことができます。戻り値に何が起きるかは、呼び出しの種
類 (p. 231)と呼び出したサービス (p. 509) に応じて変わります。以下に例を示します。
• 同期呼び出し (p. 232) のような RequestResponse 呼び出しタイプを使用すると、AWS Lambda は
Python 関数の呼び出しの結果を、Lambda 関数を呼び出したクライアントに返します (呼び出しリクエ
ストに対する HTTP レスポンスでは、JSON にシリアル化されます)。たとえば、AWS Lambda のコン
ソールは RequestResponse の呼び出しタイプを使用するため、コンソールを使用して関数を呼び出す
と、コンソールに戻り値が表示されます。
• ハンドラーから json.dumps でシリアル化できないオブジェクトが返された場合、ランタイムはエラー
を返します。
• None ステートメントを指定しなかった場合の Python 関数の暗黙の動作と同じように、ハンドラーが
return を返した場合、ランタイムは null を返します。
• 「Event」 呼び出しタイプ (非同期呼び出し (p. 235)) を使用する場合、値は破棄されます。

Note
Python 3.9 以降のリリースでは、Lambda はエラーの応答時に呼び出しの requestId を含めます。

例
次のセクションでは、Lambda で使用できる Python 関数の例を示します。Lambda のコンソールを使用し
て関数を作成する場合、このセクションで関数を実行するために .zip アーカイブファイル (p. 339)を添
付する必要はありません。これらの関数は、選択した Lambda ランタイムに含まれている標準の Python
ライブラリを使用します。詳細については、「Lambda デプロイパッケージ (p. 36)」を参照してくださ
い。

メッセージの返し
次の例は、 Lambdaランタイム (p. 84)lambda_handlerを使用する python3.8 という関数を示してい
ます。この関数は、姓と名のユーザー入力を受け入れ、入力として受信したイベントからのデータを含む
メッセージを返します。
def lambda_handler(event, context):
message = 'Hello {} {}!'.format(event['first_name'], event['last_name'])
return {
'message' : message
}

次のイベントデータを使用して 関数を呼び出す ことができます 。
{
}

"first_name": "John",
"last_name": "Smith"

レスポンスには、入力として渡されたイベントデータが表示されます。
{
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}

"message": "Hello John Smith!"

レスポンスの解析
次の例は、 Lambdaランタイム (p. 84)lambda_handlerを使用する python3.8 という関数を示してい
ます。この関数は、ランタイムに Lambda によって渡されたイベントデータを使用します。JSON レスポ
ンスで返されるAWS_REGION の 環境変数 (p. 172)を解析します。
import os
import json
def lambda_handler(event, context):
json_region = os.environ['AWS_REGION']
return {
"statusCode": 200,
"headers": {
"Content-Type": "application/json"
},
"body": json.dumps({
"Region ": json_region
})
}

関数の呼び出し には、どのイベントデータでも使用できます。
{

}

"key1": "value1",
"key2": "value2",
"key3": "value3"

Lambda ランタイムは、初期化中にいくつかの環境変数を設定します。ランタイムでレスポンスで返され
る環境変数の詳細については、「AWS Lambda 環境変数の使用 (p. 172)」を参照してください。
この例の関数は、Invoke API からの正常なレスポンス (200からの) によって異なります。[API を呼び出す]
ステータスの詳細については、「 Invoke (p. 1028) Response Syntax」を参照してください。

計算の返し
次の GitHub の Lambda Python 関数コード例は、python3.6 Lambda ランタイム (p. 84)を使用する
lambda_handler という関数を示しています。この関数はユーザー入力を受け入れ、ユーザーに計算を
返します。
import logging
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
def lambda_handler(event, context):
...
result = None
action = event.get('action')
if action == 'increment':
result = event.get('number', 0) + 1
logger.info('Calculated result of %s', result)
else:
logger.error("%s is not a valid action.", action)
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response = {'result': result}
return response

次のイベントデータを使用して 関数を呼び出す ことができます 。
{
}

"action": "increment",
"number": 3
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.zip ファイルアーカイブで Python Lambda 関数を
デプロイする
Note
Python 3.6 ランタイムのサポートは、2022 年 7 月 18 日で終了します。詳細については、「the
section called “ランタイムの非推奨化に関するポリシー” (p. 85)」を参照してください。
AWS Lambda 関数のコードは、スクリプトまたはコンパイルされたプログラム、さらにそれらの依存関
係で構成されます。デプロイパッケージを使用して、Lambda に関数コードをデプロイします。Lambda
は、コンテナイメージと .zip ファイルアーカイブの 2 種類のデプロイパッケージをサポートしています。
.zip ファイルのデプロイパッケージを作成するには、コマンドラインツール用の組み込み .zip ファイル
アーカイブユーティリティまたは他の .zip ファイルユーティリティ (7zip など) を使用できます。.zip ファ
イルをデプロイパッケージとして使用するには、次の要件に留意してください。
• .zip ファイルには、関数のコードと、関数のコード (該当する場合) を Lambda で実行するために使用さ
れる依存関係が含まれています。関数が標準ライブラリまたは AWS SDK ライブラリにのみ依存する場
合は、これらのライブラリを .zip ファイルに含める必要はありません。これらのライブラリは、サポー
トされている Lambda ランタイム (p. 84)環境とともに含まれています。
• .zip ファイルのサイズが 50 MB を超える場合は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケッ
トから関数にアップロードすることをお勧めします。
• デプロイパッケージにネイティブライブラリが含まれている場合は、AWS Serverless Application
Model(AWS SAM) でデプロイパッケージを構築できます。AWS SAMCLI sam build コマンド
を --use-container と共に使用して、デプロイパッケージを作成できます。このオプションで
は、Lambda 実行環境と互換性のある Docker イメージ内にデプロイパッケージを構築します。
詳細については、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドの sam build を参照してくださ
い。
• この関数の命令セットアーキテクチャ (p. 23)と互換性を持たせるようにデプロイパッケージを構築する
必要があります。
• Lambda は POSIX ファイルアクセス許可を使用するため、.zip ファイルを作成する前に、デプロイパッ
ケージフォルダのアクセス許可を設定する必要がある場合があります。

Note
Python パッケージには、__init__.py ファイルに初期化コードが含まれている場合がありま
す。Python 3.9 より前のバージョンでは、Lambda は関数ハンドラのディレクトリまたは親ディ
レクトリにあるパッケージの __init__.py コードを実行してませんでした。Python 3.9 以降のリ
リースでは、Lambda は初期化中にこれらのディレクトリ内のパッケージの init コードを実行し
ます。
Lambda は、実行環境が最初に初期化されたときにだけ init コードを実行し、その初期化された
環境での各関数呼び出しに対しては実行しないことに注意してください。
トピック
• 前提条件 (p. 340)
• ランタイム依存関係とは何ですか? (p. 340)
• 依存関係のないデプロイパッケージ (p. 340)
• 依存関係のあるデプロイパッケージ (p. 341)
• 仮想環境の使用 (p. 342)
• .zip ファイルを関数にデプロイします。 (p. 342)
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前提条件
サービスAPIオペレーションを呼び出すには、AWS Command Line Interface (AWS CLI) が必要です。
AWS CLI をインストールするには、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS CLI をイ
ンストールする」を参照してください。

ランタイム依存関係とは何ですか?
Lambda 関数を作成または更新するには、ランタイム依存関係の有無にかかわらず、デプロイパッケー
ジ (p. 36)が必要です。デプロイパッケージは、関数のコードおよび依存関係 (該当する場合) を Lambda で
実行するための、ソースバンドルとして機能します。
依存関係には、パッケージ、モジュール、またはその他、関数のコードの Lambda ランタイム (p. 84)環境
に含まれていないアセンブリ依存関係などがあります。
以下は、ランタイム依存関係を持たない Lambda 関数を示したものです。
• 関数のコードが Python 3.8 以降であり、標準の Python 数学ライブラリとロギングライブラリにのみ依
存する場合は、.zip ファイルにライブラリを含める必要はありません。これらのライブラリは、Python
ランタイムに含まれています。
• 関数のコードが AWS SDK for Python (Boto3) にだけ依存する場合は、.zip ファイルに boto3 ライブラリ
を含める必要はありません。これらのライブラリは、Python 3.8 以降のランタイムに含まれています。
注: 最新の機能やセキュリティ更新を有効にするために、Lambda はこれらの Boto3 ライブラリを定期的に
更新します。関数で使用する依存関係を完全に制御するには、すべての依存関係をデプロイパッケージで
パッケージングします。

依存関係のないデプロイパッケージ
デプロイメントパッケージの .zip ファイルを作成します。

デプロイパッケージを作成するには
1.

コマンドプロンプトを開き、my-math-function プロジェクトディレクトリを作成します。例え
ば、macOS では次のようになります。
mkdir my-math-function

2.

my-math-function プロジェクトディレクトリに移動します。
cd my-math-function

3.

GitHub からサンプルの Python コードの内容をコピーし、lambda_function.py という名前の新し
いファイルに保存します。ディレクトリ構造は次のようになります。
my-math-function$
| lambda_function.py

4.

.zip ファイルのルートに lambda_function.py ファイルを追加します。
zip my-deployment-package.zip lambda_function.py

これにより、プロジェクトディレクトリに my-deployment-package.zip ファイルが生成されま
す。コマンドによって以下の出力が生成されます。
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adding: lambda_function.py (deflated 50%)

依存関係のあるデプロイパッケージ
デプロイメントパッケージの .zip ファイルを作成します。

デプロイパッケージを作成するには
1.

コマンドプロンプトを開き、my-sourcecode-function プロジェクトディレクトリを作成します。
例えば、macOS では次のようになります。
mkdir my-sourcecode-function

2.

my-sourcecode-function プロジェクトディレクトリに移動します。
cd my-sourcecode-function

3.

次のサンプル Python コードの内容をコピーし、lambda_function.py という名前の新しいファイ
ルに保存します。
import requests
def lambda_handler(event, context):
response = requests.get("https://www.example.com/")
print(response.text)
return response.text

ディレクトリ構造は次のようになります。
my-sourcecode-function$
| lambda_function.py

4.

リクエストライブラリを新しい package ディレクトリにインストールします。
pip install --target ./package requests

5.

ルートにインストール済みライブラリを含むデプロイパッケージを作成します。
cd package
zip -r ../my-deployment-package.zip .

これにより、プロジェクトディレクトリに my-deployment-package.zip ファイルが生成されま
す。コマンドによって以下の出力が生成されます。
adding: chardet/ (stored 0%)
adding: chardet/enums.py (deflated 58%)
...

6.

zip ファイルのルートに lambda_function.py ファイルを追加します。
cd ..
zip -g my-deployment-package.zip lambda_function.py
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仮想環境の使用
仮想環境で Python 関数を更新する
1.

仮想環境をアクティブ化します。以下に例を示します。
~/my-function$ source myvenv/bin/activate

2.

pip でライブラリをインストールします。
(myvenv) ~/my-function$ pip install requests

3.

仮想環境を無効化します。
(myvenv) ~/my-function$ deactivate

4.

ルートにインストール済みライブラリを含むデプロイパッケージを作成します。
~/my-function$cd myvenv/lib/python3.8/site-packages
zip -r ../../../../my-deployment-package.zip .

最後のコマンドは、デプロイメントパッケージを my-function ディレクトリのルートに保存しま
す。

Tip
ライブラリは、site-packages または dist-packages、および最初のフォルダ lib また
は lib64 に表示されます。特定のパッケージを見つけるには、pip show コマンドを使用し
ます。
5.

デプロイパッケージのルートに関数コードファイルを追加します。
~/my-function/myvenv/lib/python3.8/site-packages$ cd ../../../../
~/my-function$ zip -g my-deployment-package.zip lambda_function.py

このステップを完了すると、以下のようなディレクトリ構造になります。
my-deployment-package.zip$
# lambda_function.py
# __pycache__
# certifi/
# certifi-2020.6.20.dist-info/
# chardet/
# chardet-3.0.4.dist-info/
...

.zip ファイルを関数にデプロイします。
新しいコードを関数にデプロイするには、新しい .zip ファイルデプロイパッケージをアップ
ロードします。Lambda コンソール (p. 137)を使用して.zip ファイルを関数にアップロードする
か、UpdateFunctionCode (p. 1124) CLI コマンドを使用できます。
次の例では、my-deployment-package.zip という名前のファイルをアップロードします。プレフィックス
fileb:// を使用して、バイナリ.zip ファイルを Lambda にアップロードします。
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~/my-function$ aws lambda update-function-code --function-name MyLambdaFunction --zip-file
fileb://my-deployment-package.zip
{
"FunctionName": "mylambdafunction",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:mylambdafunction",
"Runtime": "python3.9",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Handler": "lambda_function.lambda_handler",
"CodeSize": 5912988,
"CodeSha256": "A2P0NUWq1J+LtSbkuP8tm9uNYqs1TAa3M76ptmZCw5g=",
"Version": "$LATEST",
"RevisionId": "5afdc7dc-2fcb-4ca8-8f24-947939ca707f",
...
}
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コンテナイメージで Python Lambda 関数をデプロ
イする
Note
Python 3.6 ランタイムのサポートは、2022 年 7 月 18 日で終了します。詳細については、「the
section called “ランタイムの非推奨化に関するポリシー” (p. 85)」を参照してください。
Lambda 関数コードをコンテナーイメージ (p. 148)としてデプロイすることができます。AWS で
は、Python 関数のコンテナーイメージの構築に役立つ次のリソースが提供されています。
• Lambda の AWS ベースイメージ
これらのベースイメージには、Lambda でイメージを実行するために必要な言語ランタイムおよびその
他のコンポーネントがプリロードされています。AWS は、コンテナイメージの構築に役立つ各ベースイ
メージの Dockerfile を提供します。
• オープンソースのランタイムインターフェイスクライアント (RIC)
コミュニティベースイメージまたはプライベートエンタープライズベースイメージを使用する場合
は、ランタイムインターフェイスクライアント (p. 150)をベースイメージに追加して、Lambda と互換
性を持たせる必要があります。
• オープンソースのランタイムインターフェイスエミュレータ (RIE)
Lambda は、関数をローカルでテストするためのランタイムインターフェイスエミュレータを提供しま
す。Lambda の ベースイメージとカスタムランタイムのベースイメージには、RIE が含まれます。その
他のベースイメージでは、イメージをローカルでテストする (p. 151)ための RIE をダウンロードできま
す。
コンテナイメージとして定義された関数のワークフローには、次のステップが含まれます。
1. このトピックにリストされているリソースを使ってコンテナイメージを構築します。
2. イメージを Amazon ECR コンテナレジストリ (p. 159)にアップロードします。
3. Lambda 関数を作成 (p. 142)するか、または関数コードを更新 (p. 145)して、イメージを既存の関数にデ
プロイします。
トピック
• AWS Python のベースイメージ (p. 344)
• AWS ベースイメージから Python イメージを作成する (p. 345)
• 代替のベースイメージから Python イメージを作成します (p. 346)
• Python ランタイムインターフェイスクライアント (p. 346)
• コンテナイメージのデプロイ (p. 346)

AWS Python のベースイメージ
AWS は、Python 用の次のベースイメージを提供します。
タグ

ランタイム

オペレーティ
ングシステム

Dockerfile

3.9

Python 3.9

Amazon
Linux 2

GitHub の Dockerfile for
Python 3.9
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タグ

ランタイム

オペレーティ
ングシステム

Dockerfile

3.8

Python 3.8

Amazon
Linux 2

GitHub の Python 3.8用の
Dockerfile

37

Python 3.7

Amazon
Linux

GitHub の Python 3.7用の
Dockerfile

廃止

Amazon ECR リポジトリ: gallery.ecr.aws/lambda/python

AWS ベースイメージから Python イメージを作成する
AWS ベースイメージを使用して Python 用のコンテナーイメージを構築する場合、Python アプリをコンテ
ナーにコピーし、依存関係をインストールするだけで済みます。
関数に依存関係がある場合、ローカル Python 環境が Dockerfile で指定したベースイメージのバージョン
と一致する必要があります。

python:3.8 ベースイメージで Python 関数を構築してデプロイします。
1.

ローカルマシンで、新しい関数のプロジェクトディレクトリを作成します。

2.

プロジェクトディレクトリに、関数コードを含む app.py という名前のファイルを追加します。以下
は、シンプルな Python ハンドラーの例です。
import sys
def handler(event, context):
return 'Hello from AWS Lambda using Python' + sys.version + '!'

3.

プロジェクトディレクトリに、requirements.txt という名前のファイルを追加します。このファ
イルで、必要な各ライブラリを個別の行としてリスト化します。依存関係がない場合は、ファイルを
空のままにします。

4.

テキストエディタを使用して、プロジェクトディレクトリに Dockerfile を作成します。次
は、前のステップで作成したハンドラーの Dockerfile の例です。関数ハンドラの横にある
${LAMBDA_TASK_ROOT} ディレクトリに依存関係をインストールして、関数の呼び出し時に
Lambda ランタイムがそれらの依存関係を検索できるようにします。
FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.8
# Copy function code
COPY app.py ${LAMBDA_TASK_ROOT}
# Install the function's dependencies using file requirements.txt
# from your project folder.
COPY requirements.txt .
RUN pip3 install -r requirements.txt --target "${LAMBDA_TASK_ROOT}"
# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override outside of
the Dockerfile)
CMD [ "app.handler" ]

5.

コンテナイメージを作成するには、Create an image from an AWS base image for Lambda (p. 155) の
ステップ 4～7 を実行します。

345

AWS Lambda デベロッパーガイド
代替のベースイメージから Python イメージを作成します

代替のベースイメージから Python イメージを作成し
ます
代わりのベースイメージを使用する場合は、Python ランタイムインターフェイスクライアン
ト (p. 346)をインストールする必要があります。
Alpine ベースイメージから Python イメージを作成する方法の例については、AWS ブログの Lambda のコ
ンテナイメージのサポートを参照してください。

Python ランタイムインターフェイスクライアント
pip パッケージマネージャーを使用して、Python 用のランタイムインターフェイスクライアン
ト (p. 150)をインストールします。
pip install awslambdaric

パッケージの詳細については、Python パッケージインデックス (PyPI) ウェブサイトの Lambda RIC を参
照してください。
Python ランタイムインターフェイスクライアント をGitHub からダウンロードすることもできます。

コンテナイメージのデプロイ
新しい関数を作成する (p. 142)場合、Python イメージをデプロイします。既存の関数では、コンテナーイ
メージを再ビルドする場合は、関数コードの更新 (p. 145)を行うことでイメージを再度デプロイする必要
があります。
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Python の AWS Lambda context オブジェクト
Note
Python 3.6 ランタイムのサポートは、2022 年 7 月 18 日で終了します。詳細については、「the
section called “ランタイムの非推奨化に関するポリシー” (p. 85)」を参照してください。
Lambda で関数が実行されると、コンテキストオブジェクトがハンドラー (p. 335)に渡されます。この
オブジェクトは、呼び出し、関数、および実行関数に関する情報を示すメソッドおよびプロパティを提
供します。コンテキストオブジェクトが関数ハンドラーに渡される方法の詳細については、「Python の
Lambda 関数ハンドラー (p. 335)」をご参照ください。

context メソッド
• get_remaining_time_in_millis — 実行がタイムアウトするまでの残り時間をミリ秒で返します。

context プロパティ
• function_name － Lambda 関数の名前。
• function_version － 関数のバージョン (p. 179)。
• invoked_function_arn － 関数を呼び出すために使用される Amazon リソースネーム (ARN)。呼び
出し元でバージョン番号またはエイリアスが指定されているかどうかを示します。
• memory_limit_in_mb － 関数に割り当てられたメモリの量。
• aws_request_id － 呼び出しリクエストの ID。
• log_group_name － 関数のロググループ。
• log_stream_name — 関数インスタンスのログストリーム。
• identity — (モバイルアプリケーション) リクエストを認可した Amazon Cognito ID に関する情報。
• cognito_identity_id - 認証された Amazon Cognito ID
• cognito_identity_pool_id — 呼び出しを承認した Amazon Cognito ID プール。
• client_context —（モバイルアプリ）クライアントアプリケーションが Lambda に提供したクライ
アントコンテキスト。
• client.installation_id
• client.app_title
• client.app_version_name
• client.app_version_code
• client.app_package_name
• custom - モバイルクライアントアプリケーションが設定したカスタム値の dict。
• env - dict SDK が提供した環境情報の AWS。
以下の例は、コンテキスト情報を記録するハンドラ関数を示します。

Example handler.py
import time
def lambda_handler(event, context):
print("Lambda function ARN:", context.invoked_function_arn)
print("CloudWatch log stream name:", context.log_stream_name)
print("CloudWatch log group name:", context.log_group_name)
print("Lambda Request ID:", context.aws_request_id)
print("Lambda function memory limits in MB:", context.memory_limit_in_mb)
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# We have added a 1 second delay so you can see the time remaining in
get_remaining_time_in_millis.
time.sleep(1)
print("Lambda time remaining in MS:", context.get_remaining_time_in_millis())

上記に一覧表示するオプションに加えて、AWS 用 AWS Lambda での Python コードの作成 (p. 358) XRay SDK を使用して、重要なコードパスの識別、パフォーマンスのトレースおよび分析のためにデータを
キャプチャすることもできます。
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Python の AWS Lambda 関数ログ作成
Note
Python 3.6 ランタイムのサポートは、2022 年 7 月 18 日で終了します。詳細については、「the
section called “ランタイムの非推奨化に関するポリシー” (p. 85)」を参照してください。
AWS Lambda は、ユーザーに代わって Lambda 関数を自動的にモニタリングしAmazon CloudWatch に関
数メトリクスを送信します。Lambda 関数には、関数のインスタンスごとに CloudWatch Logs ロググルー
プとログストリームが用意されています。Lambda ランタイム環境は、各呼び出しの詳細をログストリー
ムに送信し、関数のコードからのログやその他の出力を中継します。
このページでは、AWS Command Line Interface、Lambda コンソール、または CloudWatch コンソールを
使用して、Lambda 関数のコードからログ出力を生成する方法、またはアクセスログを生成する方法につ
いて説明します。
セクション
• ログを返す関数の作成 (p. 349)
• Lambda コンソールの使用 (p. 350)
• CloudWatch コンソールの使用 (p. 350)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 350)
• ログの削除 (p. 352)
• ログ記録ライブラリ (p. 352)

ログを返す関数の作成
関数コードからログを出力するには、printメソッドか、stdout または stderr に書き込む任意のログ
記録ライブラリを使用します。次の例では、環境変数の値とイベントオブジェクトをログに記録します。

Example lambda_function.py
import os
def lambda_handler(event, context):
print('## ENVIRONMENT VARIABLES')
print(os.environ)
print('## EVENT')
print(event)

Example ログの形式
START RequestId: 8f507cfc-xmpl-4697-b07a-ac58fc914c95 Version: $LATEST
## ENVIRONMENT VARIABLES
environ({'AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME': '/aws/lambda/my-function',
'AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME': '2020/01/31/[$LATEST]3893xmpl7fac4485b47bb75b671a283c',
'AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME': 'my-function', ...})
## EVENT
{'key': 'value'}
END RequestId: 8f507cfc-xmpl-4697-b07a-ac58fc914c95
REPORT RequestId: 8f507cfc-xmpl-4697-b07a-ac58fc914c95 Duration: 15.74 ms Billed
Duration: 16 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 56 MB Init Duration: 130.49 ms
XRAY TraceId: 1-5e34a614-10bdxmplf1fb44f07bc535a1
SegmentId: 07f5xmpl2d1f6f85 Sampled:
true

Python ランタイムは、呼び出しごとに START、END、および REPORT の各行を記録します。レポート行
には、次の詳細が示されます。
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レポートログ
• RequestId － 呼び出しの一意のリクエスト ID。
• 所要時間 － 関数のハンドラーメソッドがイベントの処理に費やした時間。
• 課金期間 － 呼び出しの課金対象の時間。
• メモリサイズ － 関数に割り当てられたメモリの量。
• 使用中の最大メモリ － 関数によって使用されているメモリの量。
• 初期所要時間 － 最初に処理されたリクエストについて、ハンドラーメソッド外で関数をロードしてコー
ドを実行するためにランタイムにかかった時間。
• XRAY TraceId － トレースされたリクエストの場合、AWS X-Ray のトレース ID (p. 731)。
• SegmentId － トレースされたリクエストの場合、X-Ray のセグメント ID。
• Sampled - トレースされたリクエストの場合、サンプリング結果。

Lambda コンソールの使用
Lambda コンソールを使用して、Lambda 関数を呼び出した後のログ出力を表示できます。詳細について
は、「AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs へのアクセス (p. 747)」を参照してください。

CloudWatch コンソールの使用
Amazon CloudWatch コンソールを使用して、すべての Lambda 関数呼び出しのログを表示できます。

CloudWatch コンソールでログを表示するには
1.
2.

CloudWatch コンソールの [Log groups (ロググループ)] ページを開きます。

3.

ログストリームを選択します

機能のロググループを選択します( /aws/lambda/###)

各ログストリームは、関数のインスタンス (p. 103)に相当します。ログストリームは、Lambda 関数を更
新したとき、および複数の同時呼び出しを処理するために追加のインスタンスが作成されたときに表示さ
れます。特定の呼び出しのログを検索するために、AWS X-Ray を使って関数をインストルメント化するこ
とをお勧めします。 X-Ray は、リクエストとログストリームの詳細をトレースに記録します。
ログとトレースを X-Ray に関連付けるサンプルアプリケーションを使用するには、AWS Lambda の Error
Processor サンプルアプリケーション (p. 829) を参照してください。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI を使用して、--log-type コマンドオプションを使用して、呼び出しのログを取得できます。
レスポンスには、LogResultフィールドが含まれ、このフィールドには、呼び出しから base64 コードさ
れた最大 4 KB のログが含まれます。

Example ログ ID を取得します
次の例は、LogResultという名前の関数のmy-functionフィールドからログ ID を取得する方法を示し
ています。
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aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail

次のような出力が表示されます。
{

"StatusCode": 200,
"LogResult":
"U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

}

Example ログをデコードします
同じコマンドプロンプトで、base64 ユーティリティを使用してログをデコードします。次の例は、myfunctionの base64 でエンコードされたログを取得する方法を示しています 。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text | base64 -d

次のような出力が表示されます。
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5caf5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Duration: 79.67 ms
Billed
Duration: 80 ms
Memory Size: 128 MB
Max Memory Used: 73 MB

base64このユーティリティは、Linux、macOS、および Windows の Ubuntu で使用できます。macOS
ユーザーは、base64 -Dを使用する必要があります 。

Example get-logs.sh スクリプト
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを使用して、最後の 5 つのログイベントをダウンロードしま
す。このスクリプトはsedを使用して出力ファイルから引用符を削除し、ログが使用可能になるまで15秒
待機します。この出力には Lambda からのレスポンスと、get-log-events コマンドからの出力が含ま
れます。
次のコードサンプルの内容をコピーし、Lambdaプロジェクトディレクトリにget-logs.shとして保存し
ます。
AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out -payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-name stream1
--limit 5

Example macOS および Linux(専用)
同じコマンドプロンプトで、macOS と Linux ユーザーが次のコマンドを実行して、スクリプトが実行可能
であることを確認する必要があります。
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chmod -R 755 get-logs.sh

Example 最後の 5 つのログイベントを取得します
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを実行して、最後の 5 つのログイベントを取得します。
./get-logs.sh

次のような出力が表示されます。
{
}
{

"StatusCode": 200,
"ExecutedVersion": "$LATEST"

"events": [
{
"timestamp": 1559763003171,
"message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
$LATEST\n",
"ingestionTime": 1559763003309
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",\r ...",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r \"key\": \"value\"\r}\n",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003218,
"message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003218,
"message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\tDuration:
26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75 MB\t\n",
"ingestionTime": 1559763018353
}
],
"nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
"nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
}

ログの削除
関数を削除しても、ロググループは自動的には削除されません。ログが無期限に保存されないようにする
には、ロググループを削除するか、ログが自動的に削除されるまでの保存期間を設定します。

ログ記録ライブラリ
より詳細なログには、ログ記録ライブラリを使用します。
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import os
import logging
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
def lambda_handler(event, context):
logger.info('## ENVIRONMENT VARIABLES')
logger.info(os.environ)
logger.info('## EVENT')
logger.info(event)

logger からの出力には、ログレベル、タイムスタンプおよびリクエスト ID が含まれています。
START RequestId: 1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125 Version: $LATEST
[INFO] 2020-01-31T22:12:58.534Z
1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125
VARIABLES

## ENVIRONMENT

[INFO] 2020-01-31T22:12:58.534Z
1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125
environ({'AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME': '/aws/lambda/my-function',
'AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME': '2020/01/31/[$LATEST]1bbe51xmplb34a2788dbaa7433b0aa4d',
'AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME': 'my-function', ...})
[INFO]

2020-01-31T22:12:58.535Z

1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125

## EVENT

[INFO] 2020-01-31T22:12:58.535Z
'value'}

1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125

{'key':

END RequestId: 1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125
REPORT RequestId: 1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125 Duration: 2.75 ms
Billed
Duration: 3 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 56 MB Init Duration: 113.51 ms
XRAY TraceId: 1-5e34a66a-474xmpl7c2534a87870b4370
SegmentId: 073cxmpl3e442861 Sampled:
true
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Python の AWS Lambda 関数エラー
Note
Python 3.6 ランタイムのサポートは、2022 年 7 月 18 日で終了します。詳細については、「the
section called “ランタイムの非推奨化に関するポリシー” (p. 85)」を参照してください。
コードが原因でエラーが発生すると、Lambda によって、エラーの JSON 表現が生成されます。このエ
ラードキュメントは、呼び出しログ (同期呼び出しの場合は出力) で確認できます。
このページでは、Lambda コンソールおよび AWS CLI を使用して Python ランタイムの Lambda 関数の呼
び出しエラーを表示する方法について説明します。
セクション
• 仕組み (p. 354)
• Lambda コンソールの使用 (p. 355)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 355)
• 他の AWS サービスでのエラー処理 (p. 356)
• エラーの例 (p. 356)
• サンプルアプリケーション (p. 357)
• 次のステップ (p. 312)

仕組み
Lambda 関数を呼び出すと、Lambda は呼び出しリクエストを受け取り、実行ロールのアクセス許可を検
証し、イベントドキュメントが有効な JSON ドキュメントであることを確認し、パラメータ値をチェック
します。
リクエストが検証に合格した場合、Lambda は関数インスタンスにリクエストを送信します。Lambda ラ
ンタイム (p. 84)環境は、イベントドキュメントをオブジェクトに変換して、関数ハンドラーに渡します。
Lambda がエラーを検出した場合、例外のタイプ、メッセージ、およびエラーの原因を示す HTTP ステー
タスコードを返します。Lambda 関数を呼び出したクライアントまたはサービスは、エラーを処理する
か、エラーをエンドユーザーに渡すことができます。正しいエラー処理動作は、アプリケーションの種
類、対象ユーザー、エラーの原因によって異なります。
次の一覧は、Lambda から受信できるステータスコードの範囲を示したものです。
2xx
応答に X-Amz-Function-Error ヘッダーのある 2xx 番台のエラーは、Lambda ランタイムまたは
関数エラーを示します。2xx シリーズステータスコードは、Lambda がリクエストを受け入れたこと
を示しますが、エラーコードの代わりに、Lambda は、レスポンスに X-Amz-Function-Error ヘッ
ダーを含めることでエラーを示します。
4xx
4xx一連のエラーは、呼び出し元のクライアントまたはサービスが、要求を変更したり、許可を要
求したり、要求を再試行したりすることによって修正できるエラーを示します。4xx以外の一連のエ
ラーは、429 通常、リクエストのエラーを示します。
5xx
5xx シリーズエラーは、Lambda の問題、または関数の構成やリソースの問題を示します。5xx シ
リーズエラーは、ユーザーの操作なしで解決できる一時的な状態を示す場合があります。これらの問
題は、呼び出し側のクライアントやサービスでは対処できませんが、Lambda 関数の所有者によって
問題を解決できる場合があります。
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呼び出しエラーの詳細な一覧については、「InvokeFunction エラー (p. 1030)」を参照してください。

Lambda コンソールの使用
テストイベントを設定し、出力を表示することで、Lambda コンソールで関数を呼び出すことができま
す。出力は関数の実行ログにも記録され、トレース (p. 731)が有効になっている場合は AWS X-Ray にも
記録されます。

Lambda コンソールで関数を呼び出すには
1.
2.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
テストする関数を選択し、[Test] (テスト) を選択します。

3.

[Test event] (テストイベント) で、[New event] (新しいイベント) を選択します。

4.

テンプレートを選択します。

5.

[Name] (名前) にテストの名前を入力します。テキスト入力ボックスに、JSON テストイベントを入力
します。

6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

7.

[Test] (テスト) を選択します。

Lambda コンソールで、関数が同期的 (p. 232)に呼び出され、結果が表示されます。レスポンス、ログ、
その他の情報を表示するには、[Details (詳細)] セクションを展開します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI で Lambda 関数を呼び出すと、AWS CLI はレスポンスを 2 つのドキュメントに分割しま
す。AWS CLIのレスポンスがコマンドプロンプトに表示されます。エラーが発生した場合は、レスポンス
にはFunctionErrorフィールドが含まれます。関数によって返されたレスポンスまたはエラーは、出力
ファイルに書き込まれます。例えば、output.json、output.txt などです。
次の 読み出し コマンドの例は、関数を呼び出し、 呼び出し応答をoutput.txtファイルに書き込む方法
を示しています。
aws lambda invoke
\
--function-name my-function
\
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload '{"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"}' output.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
コマンドプロンプトにAWS CLIレスポンスが表示されるはずです:
{

"StatusCode": 200,
"FunctionError": "Unhandled",
"ExecutedVersion": "$LATEST"
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output.txtファイル内に関数呼び出しレスポンスが表示されるはずです。同じコマンドプロンプトで、
次のコマンドを使用してコマンドプロンプトに出力を表示することもできます。
cat output.txt

コマンドプロンプトに呼び出し応答が表示されます。
{"errorMessage": "'action'", "errorType": "KeyError", "stackTrace": [" File \"/var/task/
lambda_function.py\", line 36, in lambda_handler\n
result = ACTIONS[event['action']]
(event['number'])\n"]}

また、Lambda は、関数のログに最大 256 KB のエラーオブジェクトを記録します。詳細については、
「Python の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 349)」を参照してください。

他の AWS サービスでのエラー処理
別の AWS のサービスが関数を呼び出すと、サービスは呼び出しの種類と再試行動作を選択します。AWS
のサービスは、スケジュールに従って、リソースのライフサイクルイベントに応答して、またはユーザー
からのリクエストを処理するために、関数を呼び出すことができます。サービスによっては、関数を非同
期に呼び出し、Lambda でエラーを処理する場合もあれば、再試行するか、ユーザーにエラーを返す場合
もあります。
例えば、API Gateway はすべての呼び出しエラーと関数エラーを内部エラーとして扱います。Lambda API
が呼び出しリクエストを拒否した場合、API Gateway は 500 エラーコードを返します。関数が実行され
てもエラーが返された場合、または誤った形式でレスポンスが返された場合、API Gateway は 502 エラー
コードを返します。エラーレスポンスをカスタマイズするには、コードでエラーをキャッチし、レスポン
スを必要な形式に加工する必要があります。
エラーの発生元とその原因を特定するには、AWS X-Ray を使用することをお勧めします。X-Ray を使用
すると、エラーが発生したコンポーネントを特定し、そのエラーの詳細を確認することができます。次の
例は、API Gateway から 502 応答が返された関数エラーを示しています。

詳細については、「AWS Lambda での Python コードの作成 (p. 358)」を参照してください。

エラーの例
次のセクションでは、Python を使用して関数を作成、更新、または呼び出すときに発生する可能性のある
一般的なエラーを示します Lambda ランタイム (p. 84)。

Example ランタイムの例外 - ImportError
{

"errorMessage": "Unable to import module 'lambda_function': Cannot import name '_imaging'
from 'PIL' (/var/task/PIL/__init__.py)",
"errorType": "Runtime.ImportModuleError"
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このエラーは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して C または C++ ライブラリを含むデプ
ロイパッケージをアップロードした結果です。たとえば、Pillow (PIL)、numpy、または pandas ライブラ
リなどです。
デプロイパッケージを作成するには、AWS SAM オプションで --use-container CLI sam build コマン
ドを使用することをお勧めします。このオプションで AWS SAM CLI を使用すると、Lambda と互換性の
ある Lambda のような環境を持つ Docker コンテナを作成できます。

Example JSON シリアル化エラー - Runtime.MarshalError
{

"errorMessage": "Unable to marshal response: Object of type AttributeError is not JSON
serializable",
"errorType": "Runtime.MarshalError"

}

このエラーは、関数コードで使用している base64 エンコードのメカニズムの結果である可能性がありま
す。以下に例を示します。
import base64
encrypted_data = base64.b64encode(payload_enc).decode("utf-8")

このエラーは、関数を作成または更新したときに、.zip ファイルをバイナリファイルとして指定しなかっ
た場合にも発生します。デプロイパッケージ (.zip ファイル) をアップロードするには、fileb:// コマンドオ
プションを使用することをお勧めします。
aws lambda create-function --function-name my-function --zip-file fileb://my-deploymentpackage.zip --handler lambda_function.lambda_handler --runtime python3.8 --role
arn:aws:iam::your-account-id:role/lambda-ex

サンプルアプリケーション
このガイドの GitHub リポジトリには、エラーの使用方法を示すサンプルアプリケーションが含まれて
います。各サンプルアプリケーションには、簡易のデプロイとクリーンアップ用のスクリプト、AWS
Serverless Application Model (AWS SAM) テンプレート、サポートリソースが含まれています。

Python のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-python - ログ記録、環境変数、AWS X-Ray トレース、レイヤー、単位テスト、AWS SDK の使用
を示す Python 関数。

次のステップ
• Lambda 関数に関するログ記録イベントを the section called “ログ記録” (p. 349) ページに表示する方法
を学びます。
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AWS Lambda での Python コードの作成
Note
Python 3.6 ランタイムのサポートは、2022 年 7 月 18 日で終了します。詳細については、「the
section called “ランタイムの非推奨化に関するポリシー” (p. 85)」を参照してください。
Lambda アプリケーションのトレース、デバッグ、および最適化を行うために、Lambda は AWS X-Ray
と統合されています。X-Ray を使用すると、Lambda 関数や他の AWS のサービスが含まれるアプリケー
ション内で、リソースを横断するリクエストをトレースできます。
トレースされたデータを X-Ray に送信するには、以下の 2 つの SDK ライブラリのいずれかを使用しま
す。
• AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) – 安全で本番環境に対応し、AWS でサポートされている
OpenElemetry (OTel) SDK のディストリビューションです。
• AWS X-Ray SDK for Python - トレースデータを生成して X-Ray に送信するための SDK。
ADOT と X-Ray SDK を使用することで、テレメトリーデータを X-Ray サービスに送信できます。その
後、X-Ray を使用して、アプリケーションのパフォーマンスメトリクスの表示やフィルタリングを行い、
インサイトを取得することで、問題点や最適化のための手法を同定できます。

Important
ADOT は、Lambda 関数の計測用として推奨されている手法です。すべての新しいアプリケー
ションでは、ADOT を使用することをお勧めします。ただし、OpenTelemetry に備わる柔軟性が
原因で、Lambda 関数の呼び出し時に、コールドスタートのレイテンシーが増加する可能性があ
ります。低レイテンシーに対する最適化を行っており、テレメトリの相関関係やバックエンドの
送信先に関する動的な設定など、OpenTelemetry の高度な機能も必要としない場合は、ADOT の
AWS X-Ray SDK が便利です。
セクション
• ADOT を使用して Python 関数をインストルメント化する (p. 358)
• X-Ray SDK を使用して Python 関数をインストルメント化する (p. 359)
• Lambda コンソールを使用したトレースの有効化 (p. 359)
• Lambda API でのトレースのアクティブ化 (p. 359)
• AWS CloudFormation によるトレースのアクティブ化 (p. 360)
• X-Ray トレースの解釈 (p. 360)
• ランタイムの依存関係のレイヤーへの保存 (X-Ray SDK) (p. 362)

ADOT を使用して Python 関数をインストルメント化
する
ADOT はフルマネージド型の Lambda レイヤー (p. 14)を提供します。こにより、OTel SDK を使用して
テレメトリデータを収集するために必要なすべてがパッケージ化されます。このレイヤーを使用すると、
関数コードを変更する必要はなしで、Lambda 関数を計測できます。また、このレイヤーは、OTel での
カスタムな初期化を実行するように構成することもできます。詳細については、ADOT のドキュメントの
「Custom configuration for the ADOT Collector on Lambda」(Lambda 上での ADOT Collector のカスタム
設定) 参照してください。
Python ランタイムの場合は、AWS マネージド Lambda layer for ADOT Python を追加して、関数を
自動的に計測できます。このレイヤーは、arm64 アーキテクチャと x86_64 アーキテクチャの両方で
機能します。このレイヤーの使用方法の詳細については、ADOT のドキュメントの「AWS Distro for
OpenTelemetry Lambda Support for Python」を参照してください。
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X-Ray SDK を使用して Python 関数をインストルメン
ト化する
Lambda 関数がアプリケーション内の他のリソースに対して行う呼び出しの詳細を記録するために、AWS
X-Ray SDK for Python を使用することもできます。SDK を取得するには、アプリケーションの依存関係に
aws-xray-sdk パッケージを追加します。

Example requirements.txt
jsonpickle==1.3
aws-xray-sdk==2.4.3

機能コードでは、boto3 ライブラリに aws_xray_sdk.core モジュールをパッチすることにより、AWS
SDK クライアントをインストルメント化できます。

Example 関数 - AWS SDK クライアントのトレース
import boto3
from aws_xray_sdk.core import xray_recorder
from aws_xray_sdk.core import patch_all
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
patch_all()
client = boto3.client('lambda')
client.get_account_settings()
def lambda_handler(event, context):
logger.info('## ENVIRONMENT VARIABLES\r' + jsonpickle.encode(dict(**os.environ)))
...

正しい依存関係を追加し、必要なコード変更を行った後、Lambda コンソールまたはAPIを介して関数の設
定でトレースをアクティブにします。

Lambda コンソールを使用したトレースの有効化
コンソールを使用して Lambda 関数のアクティブなトレースを切り替えるには、次のステップに従いま
す。

トレースをアクティブにするには
1.
2.
3.
4.
5.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
関数を選択します。
[Configuration] (設定) を選択してから、[Monitoring and operations tools] (モニタリングおよび運用
ツール) を選択します。
[Edit] (編集) を選択します。
[X-Ray] で、[Active tracing] (アクティブトレース) をオンに切り替えます。

6.

[Save] を選択します。

Lambda API でのトレースのアクティブ化
AWS CLI または AWS SDK で Lambda 関数のトレースを設定するには、次の API オペレーションを使用
します。
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• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• GetFunctionConfiguration (p. 1001)
• CreateFunction (p. 938)
以下の例の AWS CLI コマンドは、my-function という名前の関数に対するアクティブトレースを有効にし
ます。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active

トレースモードは、関数のバージョンを公開するときのバージョン固有の設定の一部です。公開後のバー
ジョンのトレースモードを変更することはできません。

AWS CloudFormation によるトレースのアクティブ化
AWS CloudFormation テンプレート内で AWS::Lambda::Function リソースに対するアクティブトレー
スを有効化するには、TracingConfig プロパティを使用します。

Example function-inline.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
TracingConfig:
Mode: Active
...

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) AWS::Serverless::Function リソースに、Tracing
プロパティを使用します。

Example template.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Tracing: Active
...

X-Ray トレースの解釈
関数には、トレースデータを X-Ray にアップロードするためのアクセス許可が必要です。Lambda コン
ソールでトレースを有効にすると、Lambda は必要な権限を関数の [execution role] (p. 53) (実行ロール) に
追加します。それ以外の場合は、AWSXRayDaemonWriteAccess ポリシーを実行ロールに追加します。
アクティブトレースの設定後は、アプリケーションを通じて特定のリクエストの観測が行えるようになり
ます。[X-Ray service graph] (X-Rayサービスグラフ) には、アプリケーションとそのすべてのコンポーネン
トに関する情報が表示されます。エラープロセッサ (p. 829) のサンプルアプリケーションの次の例は、2
つの関数を持つアプリケーションを示しています。プライマリ関数はイベントを処理し、エラーを返す場
合があります。上位 2 番目の関数は、最初のロググループに表示されるエラーを処理し、AWS SDKを使
用してX-Ray、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、および Amazon CloudWatch Logs を呼び
出します。
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X-Ray は、アプリケーションへのすべてのリクエストをトレースするわけではありません。X-Ray は、サ
ンプリングアルゴリズムを適用することで効率的なトレースを行い、同時に、すべてのリクエストについ
ての代表的なサンプルを示します。サンプルレートは 1 秒あたり 1 回のリクエストで、追加リクエストの
5％ です。

Note
関数の X-Ray サンプルレートは設定することはできません。
アクティブトレースを使用する場合、Lambda はトレースごとに 2 つのセグメントを記録します。これに
より、サービスグラフに 2 つのノードが作成されます。次のイメージは、上記のエラープロセッサの例の
主要機能のこれら 2 つのノードを示しています。

左に示された 1 つめのノードは、呼び出しリクエストを受信する Lambda サービスを表しています。2 番
目のノードは、特定の Lambda 関数を表しています。次の例は、これら 2 つのセグメントを使用したト
レースを示しています。いずれも my-function と名付けられていますが、1 つは AWS::Lambda が起点が
あり、もう 1 つは AWS::Lambda::Function が起点があります。
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この例では、関数セグメントを展開して、それの 3 つのサブセグメントが表示されています。
• 初期化 － 関数のロードと初期化コード (p. 22)の実行にかかった時間を表します。このサブセグメント
は、関数の各インスタンスが処理する最初のイベントに対してのみ表示されます。
• [Invocation] (呼び出し) - ハンドラーコードの実行に費やされた時間を表します。
• [Overhead] (オーバーヘッド) - Lambda ランタイムが次のイベントを処理するための準備に費やす時間
を表します。
HTTP クライアントをインストルメントし、SQL クエリを記録し、注釈とメタデータからカスタムサブセ
グメントを作成することもできます。詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS XRay SDK for Python」を参照してください。

料金
X-Ray トレースは、毎月、AWS 無料利用枠で設定された一定限度まで無料で利用できます。XRay の利用がこの上限を超えた場合は、トレースによる保存と取得に対する料金が発生します。
詳細については、「AWS X-Ray 料金表」を参照してください。

ランタイムの依存関係のレイヤーへの保存 (X-Ray
SDK)
X-Ray SDK を使用して AWS SDK クライアントを関数コードに埋め込むと、デプロイパッケージが巨大に
なる可能性があります。機能コードを更新するたびに実行時の依存関係がアップロードされないようにす
るには、X-Ray SDK を [Lambda layer] (p. 161) (Lambda レイヤー) にパッケージ化します。
次に、AWS X-Ray SDK for Python を保存している AWS::Serverless::LayerVersion リソースの例
を示します。

Example template.yml － 依存関係レイヤー
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
CodeUri: function/.
Tracing: Active
Layers:
- !Ref libs
...
libs:
Type: AWS::Serverless::LayerVersion
Properties:
LayerName: blank-python-lib
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Description: Dependencies for the blank-python sample app.
ContentUri: package/.
CompatibleRuntimes:
- python3.8

この設定では、ランタイム依存関係を変更した場合にのみ、ライブラリレイヤーの更新が必要です。関数
のデプロイパッケージにはユーザーのコードのみが含まれるため、アップロード時間を短縮できます。
依存関係のレイヤーを作成するには、デプロイ前にレイヤーアーカイブを生成するようにビルドを変更す
る必要があります。実際の例については、blank-python サンプルアプリケーションを参照してください。
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Ruby による Lambda 関数の構築
Ruby コードは AWS Lambda で実行できます。Lambda は、コードを実行してイベントを処理する Ruby
用のランタイム (p. 84)を提供します。コードは、管理している AWS Identity and Access Management
(IAM) ロールの認証情報を使用して、AWS SDK for Ruby を含む環境で実行されます。
Lambda は以下の Ruby ランタイムをサポートします。

Ruby
名前

識別子

SDK

オペレーティン アーキテクチャ 廃止
グシステム

Ruby 2.7

ruby2.7

3.1.0

Amazon Linux
2

x86_64、arm64

Note
Ruby 2.5 のサポート終了情報については、「the section called “ランタイムの非推奨化に関するポ
リシー” (p. 85)」を参照してください。
Lambda 関数は実行ロール (p. 53)を使用して、Amazon CloudWatch Logs にログを書き込み、他のサービ
スやリソースにアクセスする許可を取得します。関数開発用の実行ロールをお持ちでない場合は、作成し
てください。

実行ロールを作成するには
1.

IAM コンソールの [roles page (ロールページ)] を開きます。

2.

[ロールの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ – Lambda。
• アクセス許可 – AWSLambdaBasicExecutionRole。
• ロール名 – lambda-role。
AWSLambdaBasicExecutionRole ポリシーには、ログを CloudWatch Logs に書き込むために関数が必
要とするアクセス許可があります。

後でロールにアクセス許可を追加するか、1 つの関数に固有の別のロールに差し替えることができます。

Ruby 関数を作成するには
1.

Lambda コンソールを開きます。

2.

[Create function] (関数の作成) をクリックします。

3.

以下の設定を行います。
• 名前 – my-function。
• ランタイム – Ruby 2.7。
• ロール – 既存のロールを選択します。
• 既存のロール – lambda-role。
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4.

[Create function] (関数の作成) をクリックします。

5.

テストイベントを設定するには、[テスト] を選択します。

6.

[イベント名] で、「test」と入力します。

7.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

8.

[Test] (テスト) を選択して関数を呼び出します。

コンソールで、lambda_function.rb という名前の単一のソースファイルを含む Lambda 関数が作成
されます。このファイルを編集し、組み込みのコードエディタ (p. 39)でファイルをさらに追加することが
できます。変更を保存するには [保存] を選択します。コードを実行するには、[Test] (テスト) を選択しま
す。

Note
Lambda コンソールでは、AWS Cloud9 を使用して、ブラウザに統合開発環境を提供します。ま
た、AWS Cloud9 を使用して、独自の環境で Lambda 関数を開発することもできます。詳細につ
いては、AWS Cloud9 ユーザーガイドの「Lambda 関数の使用」を参照してください。
lambda_function.rb ファイルは、イベントオブジェクトおよびコンテキストオブジェクトを取得する
lambda_handler という名前の関数をエクスポートします。これは、関数が呼び出されるときに Lambda
が呼び出すハンドラー関数 (p. 367)です。Ruby 関数のランタイムは、Lambda から呼び出しイベントを
取得し、ハンドラーに渡します。関数設定で、ハンドラ値は lambda_function.lambda_handler で
す。
関数コードを保存すると、Lambda コンソールは .zip ファイルアーカイブのデプロイパッケージを作成
します。コンソール外で (SDE を使用して) 関数コードを開発するときは、デプロイパッケージを作成し
て (p. 368)、Lambda 関数にコードをアップロードします。

Note
ローカル環境でアプリケーション開発を開始するには、このガイドの GitHub リポジトリで利用可
能なサンプルアプリケーションの 1 つをデプロイします。

Ruby のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-ruby - ログ記録、環境変数、AWS X-Ray トレース、レイヤー、単位テスト、AWS SDK
の使用を示す Ruby 関数。
• AWS Lambda の Ruby コードサンプル – AWS Lambda との対話方法を示す、Ruby で記述され
たコードサンプル。
関数のランタイムによって、呼び出しイベントに加えて、コンテキストオブジェクトがハンドラに渡され
ます。コンテキストオブジェクト (p. 374)には、呼び出し、関数、および実行環境に関する追加情報が含
まれます。詳細情報は、環境変数から入手できます。
Lambda 関数には CloudWatch Logs ロググループが付属しています。関数のランタイムは、各呼び出
しに関する詳細を CloudWatch Logs に送信します。これは呼び出し時に、任意の関数が出力するロ
グ (p. 375)を中継します。関数がエラーを返す場合 (p. 380)、Lambda はエラー形式を整え、それを呼
び出し元に返します。
トピック
• Ruby の AWS Lambda 関数ハンドラー (p. 367)
• .zip ファイルアーカイブで Ruby Lambda 関数をデプロイする (p. 368)
• コンテナイメージで Ruby Lambda 関数をデプロイする (p. 371)
• Ruby の AWS Lambda context オブジェクト (p. 374)
• Ruby の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 375)
• Ruby の AWS Lambda 関数エラー (p. 380)
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• AWS Lambda での Ruby の作成 (p. 384)
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Ruby の AWS Lambda 関数ハンドラー
Lambda 関数のハンドラーは、イベントを処理する関数コード内のメソッドです。関数が呼び出される
と、Lambda はハンドラーメソッドを実行します。ハンドラーによってレスポンスが終了するか、レスポ
ンスが返ったら、別のイベントを処理できるようになります。
次の例では、function.rb は、handler という名前のハンドラメソッドを定義します。ハンドラ関数
は、2 つのオブジェクトを入力として識別し、JSON ドキュメントを返します。

Example function.rb
require 'json'
def handler(event:, context:)
{ event: JSON.generate(event), context: JSON.generate(context.inspect) }
end

関数設定の handler 設定は、ハンドラーの場所を Lambda に伝えます。前述の例では、この設定の適切
な値は function.handler です。ドットで区切られた 2 つの名前 (ファイルの名前とハンドラメソッド
の名前) が含まれています。
また、クラス内のハンドラメソッドを定義することもできます。以下の例では、モジュール
LambdaFunctions のクラス Handler の ハンドラメソッド process を定義します。

Example source.rb
module LambdaFunctions
class Handler
def self.process(event:,context:)
"Hello!"
end
end
end

この場合、ハンドラ設定は source.LambdaFunctions::Handler.process です。
ハンドラは、呼び出しイベントとコンテキストの 2 つのオブジェクトを受け入れます。このイベントは、
呼び出し元が提供するペイロードを含む Ruby オブジェクトです。ペイロードが JSON ドキュメントの
場合、イベントオブジェクトは Ruby ハッシュです。それ以外の場合は、文字列です。コンテキストオブ
ジェクト (p. 374)には、呼び出し、関数、および実行関数に関する情報を示すメソッドおよびプロパティ
があります。
関数ハンドラーは、Lambda 関数が呼び出されるたびに実行されます。ハンドラの外側の静的コードは、
関数のインスタンスごとに 1 回実行されます。ハンドラで SDK クライアントやデータベース接続などの
リソースが使用される場合、ハンドラメソッドは、ハンドラメソッドの外で作成して複数の呼び出しに再
利用することができます。
関数の各インスタンスで複数の呼び出しイベントを処理することはできますが、処理されるのは一度
に 1 つのイベントのみです。任意の時点でイベントを処理するインスタンス数は、関数の同時実行数で
す。Lambda の実行環境の詳細については、AWS Lambda 実行環境 (p. 103) を参照してください。
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.zip ファイルアーカイブで Ruby Lambda 関数をデ
プロイする
AWS Lambda 関数のコードは、スクリプトまたはコンパイルされたプログラム、さらにそれらの依存関
係で構成されます。デプロイパッケージを使用して、Lambda に関数コードをデプロイします。Lambda
は、コンテナイメージと .zip ファイルアーカイブの 2 種類のデプロイパッケージをサポートしています。
.zip ファイルのデプロイパッケージを作成するには、コマンドラインツール用の組み込み .zip ファイル
アーカイブユーティリティまたは他の .zip ファイルユーティリティ (7zip など) を使用できます。.zip ファ
イルをデプロイパッケージとして使用するには、次の要件に留意してください。
• .zip ファイルには、関数のコードと、関数のコード (該当する場合) を Lambda で実行するために使用さ
れる依存関係が含まれています。関数が標準ライブラリまたは AWS SDK ライブラリにのみ依存する場
合は、これらのライブラリを .zip ファイルに含める必要はありません。これらのライブラリは、サポー
トされている Lambda ランタイム (p. 84)環境とともに含まれています。
• .zip ファイルのサイズが 50 MB を超える場合は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケッ
トから関数にアップロードすることをお勧めします。
• デプロイパッケージにネイティブライブラリが含まれている場合は、AWS Serverless Application
Model(AWS SAM) でデプロイパッケージを構築できます。AWS SAMCLI sam build コマンド
を --use-container と共に使用して、デプロイパッケージを作成できます。このオプションで
は、Lambda 実行環境と互換性のある Docker イメージ内にデプロイパッケージを構築します。
詳細については、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドの sam build を参照してくださ
い。
• この関数の命令セットアーキテクチャ (p. 23)と互換性を持たせるようにデプロイパッケージを構築する
必要があります。
• Lambda は POSIX ファイルアクセス許可を使用するため、.zip ファイルを作成する前に、デプロイパッ
ケージフォルダのアクセス許可を設定する必要がある場合があります。
セクション
• Prerequisites (p. 368)
• ツールとライブラリ (p. 368)
• 依存関係のない関数を更新する (p. 369)
• 追加の依存関係を使用して関数を更新する (p. 369)

Prerequisites
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定

ツールとライブラリ
Lambda は、Ruby ランタイム用の次のツールとライブラリを提供します。

Ruby 用のツールとライブラリ
• AWS SDK for Ruby: Ruby プログラミング言語用の公式の AWS SDK。
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依存関係のない関数を更新する
Lambda API を使用して関数を更新するには、UpdateFunctionCode (p. 1124) オペレーションを使用しま
す。関数コードを含むアーカイブを作成し、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してアップ
ロードします。

依存関係のない Ruby 関数を更新するには
1.

.zip ファイルアーカイブを作成します。
zip function.zip function.rb

2.

パッケージをアップロードするには、update-function-code コマンドを使用します。
aws lambda update-function-code --function-name my-function --zip-file fileb://
function.zip

次のような出力が表示されます。
{

}

"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "ruby2.5",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Handler": "function.handler",
"CodeSha256": "Qf0hMc1I2di6YFMi9aXm3JtGTmcDbjniEuiYonYptAk=",
"Version": "$LATEST",
"TracingConfig": {
"Mode": "Active"
},
"RevisionId": "983ed1e3-ca8e-434b-8dc1-7d72ebadd83d",
...

追加の依存関係を使用して関数を更新する
関数が AWS SDK for Ruby 以外のライブラリに依存している場合は、Bundler を使用してローカルディレ
クトリにインストールし、デプロイパッケージに含めます。

依存関係のある Ruby 関数を更新するには
1.

bundle コマンドで、ライブラリをベンダーディレクトリにインストールします。
bundle config set --local path 'vendor/bundle' \
bundle install

次のような出力が表示されます。
Fetching gem metadata from https://rubygems.org/..............
Resolving dependencies...
Fetching aws-eventstream 1.0.1
Installing aws-eventstream 1.0.1
...
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2.

これにより、gem は、システムの場所ではなくプロジェクトディレクトリにインストールさ
れ、vendor/bundle が今後のインストールのデフォルトのパスとして設定されます。gem をグロー
バルにインストールするには、bundle config set --local system 'true' を使用します。
.zip ファイルアーカイブを作成します。
zip -r function.zip function.rb vendor

次のような出力が表示されます。
adding: function.rb (deflated 37%)
adding: vendor/ (stored 0%)
adding: vendor/bundle/ (stored 0%)
adding: vendor/bundle/ruby/ (stored 0%)
adding: vendor/bundle/ruby/2.7.0/ (stored 0%)
adding: vendor/bundle/ruby/2.7.0/build_info/ (stored 0%)
adding: vendor/bundle/ruby/2.7.0/cache/ (stored 0%)
adding: vendor/bundle/ruby/2.7.0/cache/aws-eventstream-1.0.1.gem (deflated 36%)
...

3.

関数コードを更新します。
aws lambda update-function-code --function-name my-function --zip-file fileb://
function.zip

次のような出力が表示されます。
{

}

"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "ruby2.5",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Handler": "function.handler",
"CodeSize": 300,
"CodeSha256": "Qf0hMc1I2di6YFMi9aXm3JtGTmcDbjniEuiYonYptAk=",
"Version": "$LATEST",
"RevisionId": "983ed1e3-ca8e-434b-8dc1-7d72ebadd83d",
...
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コンテナイメージで Ruby Lambda 関数をデプロイ
する
Lambda 関数コードはコンテナイメージ (p. 148)としてデプロイすることができます。AWS では、Ruby
関数のコンテナイメージを構築する際に役立つ、次のリソースが提供されています。
• Lambda の AWS ベースイメージ
これらのベースイメージには、Lambda でイメージを実行するために必要な言語ランタイムおよびその
他のコンポーネントがプリロードされています。AWS は、コンテナイメージの構築に役立つ各ベースイ
メージの Dockerfile を提供します。
• オープンソースのランタイムインターフェイスクライアント (RIC)
コミュニティベースイメージまたはプライベートエンタープライズベースイメージを使用する場合
は、ランタイムインターフェイスクライアント (p. 150)をベースイメージに追加して、Lambda と互換
性を持たせる必要があります。
• オープンソースのランタイムインターフェイスエミュレータ (RIE)
Lambda は、関数をローカルでテストするためのランタイムインターフェイスエミュレータを提供しま
す。Lambda の ベースイメージとカスタムランタイムのベースイメージには、RIE が含まれます。その
他のベースイメージでは、イメージをローカルでテストする (p. 151)ための RIE をダウンロードできま
す。
コンテナイメージとして定義された関数のワークフローには、次のステップが含まれます。
1. このトピックにリストされているリソースを使ってコンテナイメージを構築します。
2. イメージを Amazon ECR コンテナレジストリ (p. 159)にアップロードします。
3. Lambda 関数を作成 (p. 142)するか、または関数コードを更新 (p. 145)して、イメージを既存の関数にデ
プロイします。
トピック
• AWSRuby の ベースイメージ (p. 371)
• Ruby ベースイメージを使用する (p. 372)
• Ruby ランタイムインタフェースクライアント (p. 372)
• AWS ベースイメージから Ruby イメージを作成する (p. 372)
• コンテナイメージのデプロイ (p. 373)

AWSRuby の ベースイメージ
AWS は、Ruby の次のベースイメージを提供します。
タグ

ランタイム

オペレーティ
ングシステム

Dockerfile

2.7

Ruby 2.7

Amazon
Linux 2

GitHub の Ruby 2.7用の
Dockerfile

Amazon ECR リポジトリ: gallery.ecr.aws/lambda/ruby
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Ruby ベースイメージを使用する
Ruby ベースイメージの使用方法については、Amazon ECR リポジトリ内の Ruby の AWS Lambda ベース
イメージの使用法のタブを選択します。

Ruby ランタイムインタフェースクライアント
RubyGems.org パッケージマネージャーを使用して、Ruby 用のランタイムインターフェイスクライアン
トをインストールします。
gem install aws_lambda_ric

パッケージの詳細については、RubyGems.org の Lambda RIC を参照してください。
Ruby ランタイムインターフェイスクライアント を GitHub からダウンロードすることもできます。

AWS ベースイメージから Ruby イメージを作成する
AWS ベースイメージを使用して Ruby 用のコンテナーイメージをビルドする場合、Ruby アプリをコンテ
ナーにコピーし、依存関係をインストールするだけで済みます。

ruby:2.7 ベースイメージを使用しながら、Ruby 関数をビルドしデプロイします。
1.
2.

ローカルマシンで、新しい関数のプロジェクトディレクトリを作成します。
プロジェクトディレクトリに、関数コードを含む app.rb という名前のファイルを追加します。以下
は、シンプルな Ruby ハンドラの例です。
module LambdaFunction
class Handler
def self.process(event:,context:)
"Hello from Ruby 2.7 container image!"
end
end
end

3.

テキストエディタを使用して、プロジェクトディレクトリに Dockerfile を作成します。次
は、前のステップで作成したハンドラーの Dockerfile の例です。関数ハンドラの横にある
${LAMBDA_TASK_ROOT} ディレクトリに依存関係をインストールして、関数の呼び出し時に
Lambda ランタイムがそれらの依存関係を検索できるようにします。
FROM public.ecr.aws/lambda/ruby:2.7
# Copy function code
COPY app.rb ${LAMBDA_TASK_ROOT}
# Copy dependency management file
COPY Gemfile ${LAMBDA_TASK_ROOT}
# Install dependencies under LAMBDA_TASK_ROOT
ENV GEM_HOME=${LAMBDA_TASK_ROOT}
RUN bundle install
# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override outside of
the Dockerfile)
CMD [ "app.LambdaFunction::Handler.process" ]

4.

コンテナイメージを作成するには、Create an image from an AWS base image for Lambda (p. 155) の
ステップ 4～7 を実行します。
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コンテナイメージのデプロイ
新しい関数を作成する (p. 142)場合、Ruby イメージをデプロイします。既存の関数では、コンテナーイ
メージを再ビルドする場合は、関数コードの更新 (p. 145)を行うことでイメージを再度デプロイする必要
があります。
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Ruby の AWS Lambda context オブジェクト
Lambda で関数が実行されると、コンテキストオブジェクトがハンドラー (p. 367)に渡されます。このオ
ブジェクトは、呼び出し、関数、および実行関数に関する情報を示すメソッドおよびプロパティを提供し
ます。

context メソッド
• get_remaining_time_in_millis — 実行がタイムアウトするまでの残り時間をミリ秒で返します。

context プロパティ
• function_name - Lambda 関数の名前。
• function_version - 関数のバージョン (p. 179)。
• invoked_function_arn - この関数を呼び出すために使用される Amazon リソースネーム (ARN)。呼
び出し元でバージョン番号またはエイリアスが指定されているかどうかを示します。
• memory_limit_in_mb — 関数に割り当てられたメモリの量。
• aws_request_id — 呼び出しリクエストの ID。
• log_group_name — 関数のロググループ。
• log_stream_name — 関数インスタンスのログストリーム。
• deadline_ms - 関数がタイムアウトした日付 (Unix 時間のミリ秒)。
• identity — (モバイルアプリケーション) リクエストを認可した Amazon Cognito ID に関する情報。
• client_context —（モバイルアプリケーション）クライアントアプリケーションが Lambda に提供
したクライアントコンテキスト。
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Ruby の AWS Lambda 関数ログ作成
AWS Lambda は、ユーザーに代わって Lambda 関数を自動的にモニタリングしAmazon CloudWatch に関
数メトリクスを送信します。Lambda 関数には、関数のインスタンスごとに CloudWatch Logs ロググルー
プとログストリームが用意されています。Lambda ランタイム環境は、各呼び出しの詳細をログストリー
ムに送信し、関数のコードからのログやその他の出力を中継します。
このページでは、AWS Command Line Interface、Lambda コンソール、または CloudWatch コンソールを
使用して、Lambda 関数のコードからログ出力を生成する方法、またはアクセスログを生成する方法につ
いて説明します。
セクション
• ログを返す関数の作成 (p. 375)
• Lambda コンソールの使用 (p. 376)
• CloudWatch コンソールの使用 (p. 376)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 377)
• ログの削除 (p. 379)

ログを返す関数の作成
関数コードからログを出力するには、puts ステートメントか、stdout または stderr に書き込むログ
記録ライブラリを使用します。次の例では、環境変数の値とイベントオブジェクトをログに記録します。

Example lambda_function.rb
# lambda_function.rb
def handler(event:, context:)
puts "## ENVIRONMENT VARIABLES"
puts ENV.to_a
puts "## EVENT"
puts event.to_a
end

より詳細なログには、ロガーライブラリを使用します。
# lambda_function.rb
require 'logger'
def handler(event:, context:)
logger = Logger.new($stdout)
logger.info('## ENVIRONMENT VARIABLES')
logger.info(ENV.to_a)
logger.info('## EVENT')
logger.info(event)
event.to_a
end

logger からの出力には、タイムスタンプ、プロセス ID、ログレベル、リクエスト ID が含まれます。
I, [2019-10-26T10:04:01.689856 #8] INFO 6573a3a0-2fb1-4e78-a582-2c769282e0bd -- : ## EVENT
I, [2019-10-26T10:04:01.689874 #8] INFO 6573a3a0-2fb1-4e78-a582-2c769282e0bd -- :
{"key1"=>"value1", "key2"=>"value2", "key3"=>"value3"}
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Example ログの形式
START RequestId: 50aba555-99c8-4b21-8358-644ee996a05f Version: $LATEST
## ENVIRONMENT VARIABLES
AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION
$LATEST
AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME
/aws/lambda/my-function
AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME
2020/01/31/[$LATEST]3f34xmpl069f4018b4a773bcfe8ed3f9
AWS_EXECUTION_ENV
AWS_Lambda_ruby2.5
...
## EVENT
key
value
END RequestId: 50aba555-xmpl-4b21-8358-644ee996a05f
REPORT RequestId: 50aba555-xmpl-4b21-8358-644ee996a05f Duration: 12.96 ms Billed Duration:
13 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 48 MB Init Duration: 117.86 ms
XRAY TraceId: 1-5e34a246-2a04xmpl0fa44eb60ea08c5f SegmentId: 454xmpl46ca1c7d3 Sampled: true

Ruby ランタイムは、呼び出しごとに START、END、および REPORT の各行を記録します。レポート行に
は、次の詳細が示されます。

レポートログ
• RequestId － 呼び出しの一意のリクエスト ID。
• 所要時間 － 関数のハンドラーメソッドがイベントの処理に費やした時間。
• 課金期間 － 呼び出しの課金対象の時間。
• メモリサイズ － 関数に割り当てられたメモリの量。
• 使用中の最大メモリ － 関数によって使用されているメモリの量。
• 初期所要時間 － 最初に処理されたリクエストについて、ハンドラーメソッド外で関数をロードしてコー
ドを実行するためにランタイムにかかった時間。
• XRAY TraceId － トレースされたリクエストの場合、AWS X-Ray のトレース ID (p. 731)。
• SegmentId － トレースされたリクエストの場合、X-Ray のセグメント ID。
• Sampled - トレースされたリクエストの場合、サンプリング結果。

Lambda コンソールの使用
Lambda コンソールを使用して、Lambda 関数を呼び出した後のログ出力を表示できます。詳細について
は、「AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs へのアクセス (p. 747)」を参照してください。

CloudWatch コンソールの使用
Amazon CloudWatch コンソールを使用して、すべての Lambda 関数呼び出しのログを表示できます。

CloudWatch コンソールでログを表示するには
1.
2.
3.

CloudWatch コンソールの [Log groups (ロググループ)] ページを開きます。
機能のロググループを選択します( /aws/lambda/###)
ログストリームを選択します

各ログストリームは、関数のインスタンス (p. 103)に相当します。ログストリームは、Lambda 関数を更
新したとき、および複数の同時呼び出しを処理するために追加のインスタンスが作成されたときに表示さ
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れます。特定の呼び出しのログを検索するために、AWS X-Ray を使って関数をインストルメント化するこ
とをお勧めします。 X-Ray は、リクエストとログストリームの詳細をトレースに記録します。
ログとトレースを X-Ray に関連付けるサンプルアプリケーションを使用するには、AWS Lambda の Error
Processor サンプルアプリケーション (p. 829) を参照してください。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI を使用して、--log-type コマンドオプションを使用して、呼び出しのログを取得できます。
レスポンスには、LogResultフィールドが含まれ、このフィールドには、呼び出しから base64 コードさ
れた最大 4 KB のログが含まれます。

Example ログ ID を取得します
次の例は、LogResultという名前の関数のmy-functionフィールドからログ ID を取得する方法を示し
ています。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail

次のような出力が表示されます。
{

"StatusCode": 200,
"LogResult":
"U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

}

Example ログをデコードします
同じコマンドプロンプトで、base64 ユーティリティを使用してログをデコードします。次の例は、myfunctionの base64 でエンコードされたログを取得する方法を示しています 。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text | base64 -d

次のような出力が表示されます。
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5caf5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Duration: 79.67 ms
Billed
Duration: 80 ms
Memory Size: 128 MB
Max Memory Used: 73 MB

base64このユーティリティは、Linux、macOS、および Windows の Ubuntu で使用できます。macOS
ユーザーは、base64 -Dを使用する必要があります 。
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Example get-logs.sh スクリプト
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを使用して、最後の 5 つのログイベントをダウンロードしま
す。このスクリプトはsedを使用して出力ファイルから引用符を削除し、ログが使用可能になるまで15秒
待機します。この出力には Lambda からのレスポンスと、get-log-events コマンドからの出力が含ま
れます。
次のコードサンプルの内容をコピーし、Lambdaプロジェクトディレクトリにget-logs.shとして保存し
ます。
AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out -payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-name stream1
--limit 5

Example macOS および Linux(専用)
同じコマンドプロンプトで、macOS と Linux ユーザーが次のコマンドを実行して、スクリプトが実行可能
であることを確認する必要があります。
chmod -R 755 get-logs.sh

Example 最後の 5 つのログイベントを取得します
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを実行して、最後の 5 つのログイベントを取得します。
./get-logs.sh

次のような出力が表示されます。
{
}
{

"StatusCode": 200,
"ExecutedVersion": "$LATEST"

"events": [
{
"timestamp": 1559763003171,
"message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
$LATEST\n",
"ingestionTime": 1559763003309
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",\r ...",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r \"key\": \"value\"\r}\n",
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},
{

},
{

"ingestionTime": 1559763018353
"timestamp": 1559763003218,
"message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
"ingestionTime": 1559763018353

"timestamp": 1559763003218,
"message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\tDuration:
26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75 MB\t\n",
"ingestionTime": 1559763018353
}
],
"nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
"nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"

}

ログの削除
関数を削除しても、ロググループは自動的には削除されません。ログが無期限に保存されないようにする
には、ロググループを削除するか、ログが自動的に削除されるまでの保存期間を設定します。
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Ruby の AWS Lambda 関数エラー
コードが原因でエラーが発生すると、Lambda によって、エラーの JSON 表現が生成されます。このエ
ラードキュメントは、呼び出しログ (同期呼び出しの場合は出力) で確認できます。
このページでは、Lambda コンソールおよび AWS CLI を使用して Ruby ランタイムの Lambda 関数の呼び
出しエラーを表示する方法について説明します。
セクション
• 構文 (p. 380)
• 仕組み (p. 380)
• Lambda コンソールの使用 (p. 381)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 381)
• 他の AWS サービスでのエラー処理 (p. 382)
• サンプルアプリケーション (p. 383)
• 次のステップ (p. 383)

構文
Example function.rb
def handler(event:, context:)
puts "Processing event..."
[1, 2, 3].first("two")
"Success"
end

このコードを実行すると、タイプエラーが発生します。Lambda はエラーを検出し、エラーメッセージ、
タイプ、スタックトレースのフィールドを含む JSON ドキュメントを生成します。
{

}

"errorMessage": "no implicit conversion of String into Integer",
"errorType": "Function<TypeError>",
"stackTrace": [
"/var/task/function.rb:3:in `first'",
"/var/task/function.rb:3:in `handler'"
]

仕組み
Lambda 関数を呼び出すと、Lambda は呼び出しリクエストを受け取り、実行ロールのアクセス許可を検
証し、イベントドキュメントが有効な JSON ドキュメントであることを確認し、パラメータ値をチェック
します。
リクエストが検証に合格した場合、Lambda は関数インスタンスにリクエストを送信します。Lambda ラ
ンタイム (p. 84)環境は、イベントドキュメントをオブジェクトに変換して、関数ハンドラーに渡します。
Lambda がエラーを検出した場合、例外のタイプ、メッセージ、およびエラーの原因を示す HTTP ステー
タスコードを返します。Lambda 関数を呼び出したクライアントまたはサービスは、エラーを処理する
か、エラーをエンドユーザーに渡すことができます。正しいエラー処理動作は、アプリケーションの種
類、対象ユーザー、エラーの原因によって異なります。
次の一覧は、Lambda から受信できるステータスコードの範囲を示したものです。
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2xx
応答に X-Amz-Function-Error ヘッダーのある 2xx 番台のエラーは、Lambda ランタイムまたは
関数エラーを示します。2xx シリーズステータスコードは、Lambda がリクエストを受け入れたこと
を示しますが、エラーコードの代わりに、Lambda は、レスポンスに X-Amz-Function-Error ヘッ
ダーを含めることでエラーを示します。
4xx
4xx一連のエラーは、呼び出し元のクライアントまたはサービスが、要求を変更したり、許可を要
求したり、要求を再試行したりすることによって修正できるエラーを示します。4xx以外の一連のエ
ラーは、429 通常、リクエストのエラーを示します。
5xx
5xx シリーズエラーは、Lambda の問題、または関数の構成やリソースの問題を示します。5xx シ
リーズエラーは、ユーザーの操作なしで解決できる一時的な状態を示す場合があります。これらの問
題は、呼び出し側のクライアントやサービスでは対処できませんが、Lambda 関数の所有者によって
問題を解決できる場合があります。
呼び出しエラーの詳細な一覧については、「InvokeFunction エラー (p. 1030)」を参照してください。

Lambda コンソールの使用
テストイベントを設定し、出力を表示することで、Lambda コンソールで関数を呼び出すことができま
す。出力は関数の実行ログにも記録され、トレース (p. 731)が有効になっている場合は AWS X-Ray にも
記録されます。

Lambda コンソールで関数を呼び出すには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

テストする関数を選択し、[Test] (テスト) を選択します。

3.

[Test event] (テストイベント) で、[New event] (新しいイベント) を選択します。

4.

テンプレートを選択します。

5.

[Name] (名前) にテストの名前を入力します。テキスト入力ボックスに、JSON テストイベントを入力
します。

6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

7.

[Test] (テスト) を選択します。

Lambda コンソールで、関数が同期的 (p. 232)に呼び出され、結果が表示されます。レスポンス、ログ、
その他の情報を表示するには、[Details (詳細)] セクションを展開します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI で Lambda 関数を呼び出すと、AWS CLI はレスポンスを 2 つのドキュメントに分割しま
す。AWS CLIのレスポンスがコマンドプロンプトに表示されます。エラーが発生した場合は、レスポンス
にはFunctionErrorフィールドが含まれます。関数によって返されたレスポンスまたはエラーは、出力
ファイルに書き込まれます。例えば、output.json、output.txt などです。
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次の 読み出し コマンドの例は、関数を呼び出し、 呼び出し応答をoutput.txtファイルに書き込む方法
を示しています。
aws lambda invoke
\
--function-name my-function
\
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload '{"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"}' output.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
コマンドプロンプトにAWS CLIレスポンスが表示されるはずです:
{

}

"StatusCode": 200,
"FunctionError": "Unhandled",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

output.txtファイル内に関数呼び出しレスポンスが表示されるはずです。同じコマンドプロンプトで、
次のコマンドを使用してコマンドプロンプトに出力を表示することもできます。
cat output.txt

コマンドプロンプトに呼び出し応答が表示されます。
{"errorMessage":"no implicit conversion of String into
Integer","errorType":"Function<TypeError>","stackTrace":["/var/task/function.rb:3:in
`first'","/var/task/function.rb:3:in `handler'"]}

他の AWS サービスでのエラー処理
別の AWS のサービスが関数を呼び出すと、サービスは呼び出しの種類と再試行動作を選択します。AWS
のサービスは、スケジュールに従って、リソースのライフサイクルイベントに応答して、またはユーザー
からのリクエストを処理するために、関数を呼び出すことができます。サービスによっては、関数を非同
期に呼び出し、Lambda でエラーを処理する場合もあれば、再試行するか、ユーザーにエラーを返す場合
もあります。
例えば、API Gateway はすべての呼び出しエラーと関数エラーを内部エラーとして扱います。Lambda API
が呼び出しリクエストを拒否した場合、API Gateway は 500 エラーコードを返します。関数が実行され
てもエラーが返された場合、または誤った形式でレスポンスが返された場合、API Gateway は 502 エラー
コードを返します。エラーレスポンスをカスタマイズするには、コードでエラーをキャッチし、レスポン
スを必要な形式に加工する必要があります。
エラーの発生元とその原因を特定するには、AWS X-Ray を使用することをお勧めします。X-Ray を使用
すると、エラーが発生したコンポーネントを特定し、そのエラーの詳細を確認することができます。次の
例は、API Gateway から 502 応答が返された関数エラーを示しています。
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詳細については、「AWS Lambda での Ruby の作成 (p. 384)」を参照してください。

サンプルアプリケーション
次のサンプルコードは Ruby ランタイムで利用可能です。

Ruby のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-ruby - ログ記録、環境変数、AWS X-Ray トレース、レイヤー、単位テスト、AWS SDK の使用を
示す Ruby 関数。
• AWS Lambda の Ruby コードサンプル - AWS Lambda との対話方法を示す、Ruby で記述されたコード
サンプル。

次のステップ
• Lambda 関数に関するログ記録イベントを the section called “ログ記録” (p. 375) ページに表示する方法
を学びます。
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AWS Lambda での Ruby の作成
Lambda が AWS X-Ray と統合され、Lambda アプリケーションのトレース、デバッグ、および最適化が
可能になりました。X-Ray を使用して、フロントエンド API からバックエンドのストレージとデータベー
スまで、アプリケーション内のリソースを通過する際にリクエストをトレースできます。X-Ray SDK ライ
ブラリをビルド設定に追加するだけで、関数が AWS のサービスに対して行う呼び出しのエラーとレイテ
ンシーを記録できます。
アクティブトレースの設定後は、アプリケーションを通じて特定のリクエストの観測が行えるようになり
ます。[X-Ray service graph] (X-Rayサービスグラフ) には、アプリケーションとそのすべてのコンポーネン
トに関する情報が表示されます。エラープロセッサ (p. 829) のサンプルアプリケーションの次の例は、2
つの関数を持つアプリケーションを示しています。プライマリ関数はイベントを処理し、エラーを返す場
合があります。上位 2 番目の関数は、最初のロググループに表示されるエラーを処理し、AWS SDKを使
用してX-Ray、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、および Amazon CloudWatch Logs を呼び
出します。

コンソールを使用して Lambda 関数のアクティブトレースを切り替えるには、以下のステップに従いま
す。

トレースをアクティブにするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.
4.

関数を選択します。
[Configuration] (設定) を選択してから、[Monitoring and operations tools] (モニタリングおよび運用
ツール) を選択します。
[Edit] を選択します。

5.
6.

[X-Ray] で、[Active tracing] (アクティブトレース) をオンに切り替えます。
[Save] を選択します。

料金
X-Ray トレースは、毎月、AWS 無料利用枠で設定された一定限度まで無料で利用できます。XRay の利用がこの上限を超えた場合は、トレースによる保存と取得に対する料金が発生します。
詳細については、「AWS X-Ray 料金表」を参照してください。
関数には、トレースデータを X-Ray にアップロードするためのアクセス許可が必要です。Lambda コン
ソールでトレースを有効にすると、Lambda は必要な権限を関数の [execution role] (p. 53) (実行ロール) に
追加します。それ以外の場合は、AWSXRayDaemonWriteAccess ポリシーを実行ロールに追加します。
X-Ray は、アプリケーションへのすべてのリクエストをトレースするとは限りません。X-Ray は、サンプ
リングアルゴリズムを適用することで効率的なトレースを行い、同時に、すべてのリクエストについての
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代表的なサンプルを示します。サンプルレートは 1 秒あたり 1 回のリクエストで、追加リクエストの 5％
です。

Note
関数の X-Ray サンプルレートは設定することはできません。
アクティブトレースを使用する場合、Lambda はトレースごとに 2 つのセグメントを記録します。これに
より、サービスグラフに 2 つのノードが作成されます。次のイメージは、上記のエラープロセッサの例の
主要機能のこれら 2 つのノードを示しています。

左に示された 1 つめのノードは、呼び出しリクエストを受信する Lambda サービスを表しています。2 番
目のノードは、特定の Lambda 関数を表しています。次の例は、これら 2 つのセグメントを使用したト
レースを示しています。いずれも my-function と名付けられていますが、1 つは AWS::Lambda が起点が
あり、もう 1 つは AWS::Lambda::Function が起点があります。

この例では、関数セグメントを展開して、それの 3 つのサブセグメントが表示されています。
• 初期化 － 関数のロードと初期化コード (p. 22)の実行にかかった時間を表します。このサブセグメント
は、関数の各インスタンスが処理する最初のイベントに対してのみ表示されます。
• [Invocation] (呼び出し) - ハンドラーコードの実行に費やされた時間を表します。
• [Overhead] (オーバーヘッド) - Lambda ランタイムが次のイベントを処理するための準備に費やす時間
を表します。
ハンドラーコードを実装して、メタデータを記録し、ダウンストリームコールをトレースできます。ハン
ドラーが他のリソースやサービスに対して行うコールの詳細を記録するには、X-Ray SDK for Ruby を使
用します。SDK を取得するには、アプリケーションの依存関係に aws-xray-sdk パッケージを追加しま
す。
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Example blank-ruby/function/Gemfile
# Gemfile
source 'https://rubygems.org'
gem 'aws-xray-sdk', '0.11.4'
gem 'aws-sdk-lambda', '1.39.0'
gem 'test-unit', '3.3.5'

AWS SDK クライアントを実装するには、初期化コードでクライアントを作成した後、aws-xray-sdk/
lambda モジュールが必要です。

Example blank-ruby/function/lambda_function.rb - AWS SDK クライアントのトレース
# lambda_function.rb
require 'logger'
require 'json'
require 'aws-sdk-lambda'
$client = Aws::Lambda::Client.new()
$client.get_account_settings()
require 'aws-xray-sdk/lambda'
def lambda_handler(event:, context:)
logger = Logger.new($stdout)
...

アクティブトレースを使用する場合、Lambda はトレースごとに 2 つのセグメントを記録します。これに
より、サービスグラフに 2 つのノードが作成されます。次のイメージは、上記のエラープロセッサの例の
主要機能のこれら 2 つのノードを示しています。

左に示された 1 つめのノードは、呼び出しリクエストを受信する Lambda サービスを表しています。2 番
目のノードは、特定の Lambda 関数を表しています。次の例は、これら 2 つのセグメントを使用したト
レースを示しています。いずれも my-function と名付けられていますが、1 つは AWS::Lambda が起点が
あり、もう 1 つは AWS::Lambda::Function が起点があります。
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この例では、関数セグメントを展開して、それの 3 つのサブセグメントが表示されています。
• 初期化 － 関数のロードと初期化コード (p. 22)の実行にかかった時間を表します。このサブセグメント
は、関数の各インスタンスが処理する最初のイベントに対してのみ表示されます。
• [Invocation] (呼び出し) - ハンドラーコードの実行に費やされた時間を表します。
• [Overhead] (オーバーヘッド) - Lambda ランタイムが次のイベントを処理するための準備に費やす時間
を表します。
HTTP クライアントをインストルメントし、SQL クエリを記録し、注釈とメタデータからカスタムサブ
セグメントを作成することもできます。詳細については、AWS X-Ray デベロッパーガイドの The X-Ray
SDK for Ruby を参照してください。
セクション
• Lambda API でのアクティブトレースの有効化 (p. 387)
• AWS CloudFormation でのアクティブトレースの有効化 (p. 388)
• ランタイム依存関係をレイヤーに保存する (p. 388)

Lambda API でのアクティブトレースの有効化
AWS CLI または AWS SDK を使用してトレース設定を管理するには、以下の API オペレーションを使用
します。
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• GetFunctionConfiguration (p. 1001)
• CreateFunction (p. 938)
以下の例の AWS CLI コマンドは、my-function という名前の関数に対するアクティブトレースを有効にし
ます。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active

トレースモードは、関数のバージョンを公開するときのバージョン固有の設定の一部です。公開後のバー
ジョンのトレースモードを変更することはできません。
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AWS CloudFormation でのアクティブトレースの有効
化
AWS CloudFormation テンプレート内で AWS::Lambda::Function リソースに対するアクティブトレー
スを有効化するには、TracingConfig プロパティを使用します。

Example function-inline.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
TracingConfig:
Mode: Active
...

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) AWS::Serverless::Function リソースに、Tracing
プロパティを使用します。

Example template.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Tracing: Active
...

ランタイム依存関係をレイヤーに保存する
X-Ray SDK を使用して AWS SDK クライアントを関数コードに埋め込むと、デプロイパッケージが巨大に
なる可能性があります。機能コードを更新するたびに実行時の依存関係がアップロードされないようにす
るには、X-Ray SDK を [Lambda layer] (p. 161) (Lambda レイヤー) にパッケージ化します。
以下の例は、X-Ray SDK for Ruby を保存する AWS::Serverless::LayerVersion リソースを示してい
ます。

Example template.yml - 依存関係レイヤー
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
CodeUri: function/.
Tracing: Active
Layers:
- !Ref libs
...
libs:
Type: AWS::Serverless::LayerVersion
Properties:
LayerName: blank-ruby-lib
Description: Dependencies for the blank-ruby sample app.
ContentUri: lib/.
CompatibleRuntimes:
- ruby2.5
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この設定では、ランタイム依存関係を変更した場合にのみ、ライブラリレイヤーの更新が必要です。関数
のデプロイパッケージにはユーザーのコードのみが含まれるため、アップロード時間を短縮できます。
依存関係のレイヤーを作成するには、デプロイ前にレイヤーアーカイブを生成するようにビルドを変更す
る必要があります。実際の例については、blank-ruby サンプルアプリケーションを参照してください。
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Java による Lambda 関数の構築
Java コードを AWS Lambda で実行できます。Lambda は、コードを実行してイベントを処理する Java
用のランタイム (p. 84)を提供します。コードは、管理している AWS Identity and Access Management
(IAM) ロールからの AWS 認証情報を含む Amazon Linux 環境で実行されます。
Lambda は、以下の Java ランタイムをサポートしています。

Java
名前

識別子

オペレーティング
システム

アーキテクチャ

Java 11

java11

Amazon Linux 2

x86_64、arm64

Java 8

java8.al2

Amazon Linux 2

x86_64、arm64

Java 8

java8

Amazon Linux

x86_64

廃止

Lambda には、Java 関数用に以下のライブラリが用意されています。
• com.amazonaws:aws-lambda-java-core (必須) － ランタイムがハンドラに渡すハンドラメソッドイン
ターフェイスとコンテキストオブジェクトを定義します。独自の入力タイプを定義する場合、これが唯
一必要なライブラリです。
• com.amazonaws:aws-lambda-java-events － Lambda 関数を呼び出すサービスからのイベントの入力タ
イプ。
• com.amazonaws:aws-lambda-java-log4j2 － 現在の呼び出しのリクエスト ID を関数ログ (p. 409)に追
加するために使用できる Apache Log4j 2 のアペンダーライブラリ。
• AWS SDK for Java 2.0 - Java プログラミング言語用の公式の AWS SDK。
Lambda 関数は実行ロール (p. 53)を使用して、Amazon CloudWatch Logs にログを書き込んだり、他の
サービスおよびリソースにアクセスする許可を取得したりします。関数開発用の実行ロールをお持ちでな
い場合は、作成してください。

実行ロールを作成するには
1.

IAM コンソールの [roles page (ロールページ)] を開きます。

2.

[ロールの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ – Lambda。
• アクセス許可 – AWSLambdaBasicExecutionRole。
• ロール名 – lambda-role。
AWSLambdaBasicExecutionRole ポリシーには、ログを CloudWatch Logs に書き込むために関数が必
要とするアクセス許可があります。

後でロールにアクセス許可を追加するか、1 つの関数に固有の別のロールに差し替えることができます。
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Java 関数を作成するには
1.

Lambdaのコンソールを開きます。

2.

[Create function] (関数の作成) をクリックします。

3.

以下の設定を行います。
• 名前 – my-function。
• ランタイム – Java 11。
• ロール – 既存のロールを選択します。
• 既存のロール – lambda-role。

4.

[Create function] (関数の作成) をクリックします。

5.

テストイベントを設定するには、[テスト] を選択します。

6.

[イベント名] で、「test」と入力します。

7.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

8.

[Test] (テスト) を選択して関数を呼び出します。

コンソールは、Hello という名前のハンドラクラスを持つ Lambda 関数を作成します。Java はコンパイ
ルされた言語であるため、Lambda コンソールでソースコードを表示または編集することはできません
が、設定の変更、呼び出し、トリガーの設定を行うことができます。

Note
ローカル環境でアプリケーション開発を開始するには、このガイドの GitHub リポジトリで利用可
能なサンプルアプリケーション (p. 430)の 1 つをデプロイします。
Hello クラスには、イベントオブジェクトおよびコンテキストオブジェクトを取得する handleRequest
という名前の関数が含まれています。これは、関数が呼び出されるときに Lambda が呼び出すハンドラー
関数 (p. 393)です。Java 関数のランタイムは Lambda から呼び出しイベントを取得し、ハンドラに渡し
ます。関数設定で、ハンドラ値は example.Hello::handleRequest です。
関数のコードを更新するには、デプロイパッケージを作成します。このパッケージは、関数コードを含
む .zip ファイルアーカイブです。関数の開発が進むにつれて、ソース管理への関数コードの保存、ライブ
ラリの追加、デプロイの自動化を行うことがあります。まず、デプロイパッケージを作成 (p. 397)し、コ
マンドラインでコードを更新します。
関数のランタイムによって、呼び出しイベントに加えて、コンテキストオブジェクトがハンドラに渡され
ます。コンテキストオブジェクト (p. 406)には、呼び出し、関数、および実行環境に関する追加情報が含
まれます。詳細情報は、環境変数から入手できます。
Lambda 関数には CloudWatch Logs ロググループが付属しています。関数のランタイムは、各呼び出
しに関する詳細を CloudWatch Logs に送信します。これは呼び出し時に、任意の関数が出力するロ
グ (p. 409)を中継します。関数がエラーを返す場合 (p. 416)、Lambda はエラー形式を整え、それを呼
び出し元に返します。
トピック
• Java の AWS Lambda 関数ハンドラー (p. 393)
• .zip または JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397)
• コンテナイメージを使用した Java Lambda 関数のデプロイ (p. 404)
• Java の AWS Lambda context オブジェクト (p. 406)
• Java の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 409)
• Java の AWS Lambda 関数エラー (p. 416)
• AWS Lambda での Java コードの作成 (p. 421)
• Eclipse を使用したデプロイパッケージの作成 (p. 427)
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• AWS Lambda の Java サンプルアプリケーション (p. 430)
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Java の AWS Lambda 関数ハンドラー
Lambda 関数のハンドラーは、イベントを処理する関数コード内のメソッドです。関数が呼び出される
と、Lambda はハンドラーメソッドを実行します。ハンドラーによってレスポンスが終了するか、レスポ
ンスが返ったら、別のイベントを処理できるようになります。
以下の例では、Handler という名前のクラスで handleRequest という名前のハンドラーメソッドを定
義しています。ハンドラーメソッドは、イベントとコンテキストオブジェクトを入力として受け取り、文
字列を返します。

Example Handler.java
package example;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger
...
// Handler value: example.Handler
public class Handler implements RequestHandler<Map<String,String>, String>{
Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();
@Override
public String handleRequest(Map<String,String> event, Context context)
{
LambdaLogger logger = context.getLogger();
String response = new String("200 OK");
// log execution details
logger.log("ENVIRONMENT VARIABLES: " + gson.toJson(System.getenv()));
logger.log("CONTEXT: " + gson.toJson(context));
// process event
logger.log("EVENT: " + gson.toJson(event));
logger.log("EVENT TYPE: " + event.getClass().toString());
return response;
}
}

Lambda ランタイム (p. 84)は、イベントを JSON 形式の文字列として受け取り、オブジェクトに変換し
ます。また、イベントオブジェクトを、呼び出しと関数の詳細を提供するコンテキストオブジェクトと共
に、関数ハンドラーに渡します。関数の設定でハンドラーパラメータを指定することで、呼び出すメソッ
ドをランタイムに指示します。

ハンドラーの形式
• package.Class::method － 完全形式。例: example.Handler::handleRequest。
• package.Class － ハンドラーインターフェイス (p. 395)を実装する関数の省略形式。例:
example.Handler。
ハンドラーメソッドの外側に初期化コード (p. 22)を追加して、複数の呼び出し間でリソースを再利用でき
ます。ランタイムがハンドラーをロードすると、静的コードとクラスコンストラクタが実行されます。初
期化中に作成されたリソースは、呼び出し間でメモリ内に留まり、ハンドラーによって何千回も再利用で
きます。
以下の例では、関数が最初のイベントを処理するときに、ロガー、シリアライザーが作成されます。同じ
関数インスタンスによって処理される後続のイベントは、それらのリソースが既に存在するため、はるか
に高速です。

Example HandlerS3.java - 初期化コード
public class HandlerS3 implements RequestHandler<S3Event, String>{
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private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(HandlerS3.class);
Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();
@Override
public String handleRequest(S3Event event, Context context)
{
...
}

このガイドの GitHub リポジトリには、さまざまなハンドラータイプを示す、簡単にデプロイできるサン
プルアプリケーションが用意されています。詳細については、このトピックの最後 (p. 396)を参照してく
ださい。
セクション
• 入力タイプと出力タイプの選択 (p. 394)
• ハンドラーのインターフェイス (p. 395)
• サンプルハンドラーコード (p. 396)

入力タイプと出力タイプの選択
イベントがマッピングするオブジェクトのタイプは、ハンドラーメソッドの署名で指定します。上記の例
では、Java ランタイムはイベントを、Map<String,String> インターフェイスを実装するタイプに逆シ
リアル化します。文字列から文字列へのマッピングは、以下のような階層なしのイベントで機能します。

Example Event.json － 気象データ
{

}

"temperatureK": 281,
"windKmh": -3,
"humidityPct": 0.55,
"pressureHPa": 1020

ただし、各フィールドの値は文字列または数値であることが必要です。イベント内のフィールドにオブ
ジェクトが値として含まれている場合、ランタイムはそれを逆シリアル化できず、エラーを返します。
関数が処理するイベントデータに使用する入力タイプを選択します。基本タイプ、汎用タイプ、または良
定義タイプを使用できます。

入力タイプ
• Integer Long、Double、など － イベントは、追加の形式のない数値です (3.5 など)。ランタイム
は、値を指定されたタイプのオブジェクトに変換します。
• String － イベントは、引用符を含む JSON 文字列です ("My string." など)。ランタイムは、引用
符なしの値を String オブジェクトに変換します。
• Type、Map<String,Type> など － イベントは JSON オブジェクトです。ランタイムは、それを指定
されたタイプまたはインターフェイスのオブジェクトに逆シリアル化します。
• List<Integer> List<String>、List<Object>、など － イベントは JSON 配列です。ランタイム
は、それを指定されたタイプまたはインターフェイスのオブジェクトに逆シリアル化します。
• InputStream － イベントは任意の JSON タイプです。ランタイムは、ドキュメントのバイトストリー
ムを変更せずにハンドラーに渡します。入力を逆シリアル化し、出力を出力ストリームに書き込みま
す。
• ライブラリタイプ － AWS サービスによって送信されるイベントの場合、aws-lambda-javaevents (p. 397) ライブラリのタイプを使用します。
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独自の入力タイプを定義する場合、そのタイプは、逆シリアライズかつ変更可能な Plain Old Java Object
(POJO) であり、デフォルトのコンストラクタと、イベントの各フィールドのプロパティが必要です。プ
ロパティにマッピングされないイベントのキー、およびイベントに含まれていないプロパティは、エラー
なしでドロップされます。
出力タイプはオブジェクトまたは void です。ランタイムは、戻り値をテキストにシリアル化します。出
力が、フィールドを含むオブジェクトの場合、ランタイムは、それを JSON ドキュメントにシリアル化し
ます。出力が、プリミティブ値をラップするタイプの場合、ランタイムは、その値のテキスト表現を返し
ます。

ハンドラーのインターフェイス
aws-lambda-java-core ライブラリは、ハンドラーメソッドの 2 つのインターフェイスを定義します。用意
されているインターフェイスを使用して、ハンドラー設定をシンプルにし、コンパイル時にハンドラーメ
ソッドの署名を検証します。
• com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler
• com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestStreamHandler
RequestHandler インターフェイスは、入力タイプと出力タイプの 2 つのパラメータを受け取る汎用
タイプです。どちらのタイプもオブジェクトであることが必要です。このインターフェイスを使用する
と、Java ランタイムはイベントを入力タイプのオブジェクトに逆シリアル化し、出力をテキストにシリア
ル化します。組み込みのシリアル化が入力タイプと出力タイプで機能する場合は、このインターフェイス
を使用します。

Example Handler.java － ハンドラーインターフェイス
// Handler value: example.Handler
public class Handler implements RequestHandler<Map<String,String>, String>{
@Override
public String handleRequest(Map<String,String> event, Context context)

独自のシリアル化を使用するには、RequestStreamHandler インターフェイスを実装します。このイ
ンターフェイスでは、Lambda はハンドラーに入力ストリームと出力ストリームを渡します。ハンドラー
は、入力ストリームからバイトを読み取り、出力ストリームに書き込み、void を返します。
以下の例では、バッファされたリーダーとライターのタイプを使用して、入力ストリームと出力ストリー
ムを処理しています。シリアル化と逆シリアル化には Gson ライブラリを使用します。

Example ハンドラーストリーム
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestStreamHandler
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger
...
// Handler value: example.HandlerStream
public class HandlerStream implements RequestStreamHandler {
Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();
@Override
public void handleRequest(InputStream inputStream, OutputStream outputStream, Context
context) throws IOException
{
LambdaLogger logger = context.getLogger();
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream,
Charset.forName("US-ASCII")));
PrintWriter writer = new PrintWriter(new BufferedWriter(new
OutputStreamWriter(outputStream, Charset.forName("US-ASCII"))));
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}

}

try
{
HashMap event = gson.fromJson(reader, HashMap.class);
logger.log("STREAM TYPE: " + inputStream.getClass().toString());
logger.log("EVENT TYPE: " + event.getClass().toString());
writer.write(gson.toJson(event));
if (writer.checkError())
{
logger.log("WARNING: Writer encountered an error.");
}
}
catch (IllegalStateException | JsonSyntaxException exception)
{
logger.log(exception.toString());
}
finally
{
reader.close();
writer.close();
}

サンプルハンドラーコード
このガイドの GitHub リポジトリには、さまざまなハンドラータイプとインターフェイスの使用方法を示
すサンプルアプリケーションが含まれています。各サンプルアプリケーションには、簡易のデプロイとク
リーンアップ用のスクリプト、AWS SAM テンプレート、サポートリソースが含まれています。

Java のサンプル Lambda アプリケーション
• java-basic - 単位テストと変数ログ記録設定を使用する、最小限の Java 関数のコレクション。
• java-events - Amazon API Gateway、Amazon SQS、Amazon Kinesis などのさまざまなサービスからの
イベントを処理する方法のスケルトンコードを含む Java 関数のコレクション。これらの関数は、最新
バージョンの aws-lambda-java-events (p. 397) ライブラリ (3.0.0 以降) を使用します。これらの例で
は、依存関係としての AWS SDK が不要です。
• s3-java － Amazon S3 からの通知イベントを処理し、Java Class Library (JCL) を使用して、アップロー
ドされたイメージファイルからサムネイルを作成する Java 関数。
• API ゲートウェイを使用して Lambda 関数を呼び出す - 従業員情報を含む Amazon DynamoDB テーブル
をスキャンする Java 関数。次に、Amazon Simple Notification Service を使用して、仕事の記念日を祝
うテキストメッセージを従業員に送信します。この例では、API ゲートウェイを使用して関数を呼び出
します。
java-events および s3-java アプリケーションは、AWS サービスのイベントを入力として受け取り、
文字列を返します。java-basic アプリケーションには数タイプのハンドラーが含まれています。
• Handler.java － Map<String,String> を入力として受け取ります。
• HandlerInteger.java － Integer を入力として受け取ります。
• HandlerList.java － List<Integer> を入力として受け取ります。
• HandlerStream.java － InputStream と OutputStream を入力として受け取ります。
• HandlerString.java － String を入力として受け取ります。
• HandlerWeatherData.java － カスタムタイプを入力として受け取ります。
さまざまなハンドラータイプをテストするには、AWS SAM テンプレートのハンドラー値を変更するだけ
です。詳細な手順については、サンプルアプリケーションの readme ファイルを参照してください。
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.zip または JAR ファイルアーカイブで Java
Lambda 関数をデプロイする
AWS Lambda 関数のコードは、スクリプトまたはコンパイルされたプログラム、さらにそれらの依存関
係で構成されます。デプロイパッケージを使用して、Lambda に関数コードをデプロイします。Lambda
は、コンテナイメージと .zip ファイルアーカイブの 2 種類のデプロイパッケージをサポートしています。
このページでは、デプロイパッケージを .zip ファイルまたは Jar ファイルとして作成し、そのデプロイ
パッケージを使用して、AWS Lambda (AWS Command Line Interface) で関数コードを AWS CLI にデプロ
イする方法について説明します。
セクション
• 前提条件 (p. 397)
• ツールとライブラリ (p. 397)

前提条件
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定

ツールとライブラリ
Lambda には、Java 関数用に以下のライブラリが用意されています。
• com.amazonaws:aws-lambda-java-core (必須) － ランタイムがハンドラに渡すハンドラメソッドイン
ターフェイスとコンテキストオブジェクトを定義します。独自の入力タイプを定義する場合、これが唯
一必要なライブラリです。
• com.amazonaws:aws-lambda-java-events － Lambda 関数を呼び出すサービスからのイベントの入力タ
イプ。
• com.amazonaws:aws-lambda-java-log4j2 － 現在の呼び出しのリクエスト ID を関数ログ (p. 409)に追
加するために使用できる Apache Log4j 2 のアペンダーライブラリ。
• AWS SDK for Java 2.0 - Java プログラミング言語用の公式の AWS SDK。
これらのライブラリは Maven Central Repository から入手できます。以下のようにそれらのライブラリを
ビルド定義に追加します。
Gradle
dependencies {
implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-core:1.2.1'
implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-events:3.11.0'
runtimeOnly 'com.amazonaws:aws-lambda-java-log4j2:1.5.1'
}

Maven
<dependencies>
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<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-lambda-java-core</artifactId>
<version>1.2.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-lambda-java-events</artifactId>
<version>3.11.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-lambda-java-log4j2</artifactId>
<version>1.5.1</version>
</dependency>
</dependencies>

デプロイパッケージを作成するには、関数コードと依存関係を 1 つの ZIP ファイルまたは Java Archive
(JAR) ファイルにコンパイルします。Gradle の場合は、Zip ビルドタイプを使用 (p. 398)しま
す。Apache Maven の場合、Maven Shade プラグインを使用 (p. 399)します。

Note
デプロイパッケージのサイズを小さく保つため、関数の依存関係をレイヤーにパッケージ化しま
す。レイヤーを使用すると、依存関係を独立して管理し、複数の関数で使用できます。また、
他のアカウントと共有することもできます。詳細については、「Lambda レイヤーの作成と共
有 (p. 161)」を参照してください。
デプロイパッケージをアップロードするには、Lambda コンソール、Lambda API、または AWS
Serverless Application Model (AWS SAM) を使用します。

Lambda コンソールを使用してデプロイパッケージをアップロードするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[Code source (コードソース)] で、[Upload from (アップロード元)] を選択します。

4.

デプロイパッケージをアップロードする

5.

[Save] を選択します。

セクション
• Gradle を使用したデプロイパッケージのビルド (p. 398)
• Maven を使用したデプロイパッケージのビルド (p. 399)
• Lambda API を使用したデプロイパッケージのアップロード (p. 401)
• AWS SAM によるデプロイパッケージのアップロード (p. 402)

Gradle を使用したデプロイパッケージのビルド
Zip ビルドタイプを使用して、関数のコードと依存関係を含むデプロイパッケージを作成します。

Example build.gradle － ビルドタスク
task buildZip(type: Zip) {
from compileJava
from processResources
into('lib') {
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}

}

from configurations.runtimeClasspath

このビルド設定により、build/distributions ディレクトリにデプロイパッケージが作成されま
す。compileJava タスクは、関数のクラスをコンパイルします。processResources タスクが Java
プロジェクトのリソースをターゲットディレクトリにコピーし、処理する可能性があります。その後
into('lib') ステートメントが、依存関係ライブラリをビルドのクラスパスから lib という名前のフォ
ルダにコピーします。

Example build.gradle － 依存関係
dependencies {
implementation platform('software.amazon.awssdk:bom:2.10.73')
implementation 'software.amazon.awssdk:lambda'
implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-core:1.2.1'
implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-events:3.11.0'
implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.6'
implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-api:2.17.1'
implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-core:2.17.1'
runtimeOnly 'org.apache.logging.log4j:log4j-slf4j18-impl:2.17.1'
runtimeOnly 'com.amazonaws:aws-lambda-java-log4j2:1.5.1'
testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:5.6.0'
testRuntimeOnly 'org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine:5.6.0'
}

Lambda では、Unicode のアルファベット順で JAR ファイルをロードします。lib ディレクトリの複数の
JAR ファイルに同じクラスが含まれている場合は、最初の JAR ファイルが使用されます。重複するクラス
を識別するには、次のシェルスクリプトを使用します。

Example test-zip.sh
mkdir -p expanded
unzip path/to/my/function.zip -d expanded
find ./expanded/lib -name '*.jar' | xargs -n1 zipinfo -1 | grep '.*.class' | sort | uniq -c
| sort

Maven を使用したデプロイパッケージのビルド
Maven でデプロイパッケージをビルドするには、Maven Shade プラグインを使用します。このプラグイ
ンは、コンパイルされた関数コードとそのすべての依存関係を含む JAR ファイルを作成します。

Example pom.xml － プラグイン設定
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
<version>3.2.2</version>
<configuration>
<createDependencyReducedPom>false</createDependencyReducedPom>
</configuration>
<executions>
<execution>
<phase>package</phase>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
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</plugin>

デプロイパッケージをビルドするには、mvn package コマンドを使用します。
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] -----------------------< com.example:java-maven >----------------------[INFO] Building java-maven-function 1.0-SNAPSHOT
[INFO] --------------------------------[ jar ]--------------------------------...
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ java-maven --[INFO] Building jar: target/java-maven-1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- maven-shade-plugin:3.2.2:shade (default) @ java-maven --[INFO] Including com.amazonaws:aws-lambda-java-core:jar:1.2.1 in the shaded jar.
[INFO] Including com.amazonaws:aws-lambda-java-events:jar:3.11.0 in the shaded jar.
[INFO] Including joda-time:joda-time:jar:2.6 in the shaded jar.
[INFO] Including com.google.code.gson:gson:jar:2.8.6 in the shaded jar.
[INFO] Replacing original artifact with shaded artifact.
[INFO] Replacing target/java-maven-1.0-SNAPSHOT.jar with target/java-maven-1.0-SNAPSHOTshaded.jar
[INFO] -----------------------------------------------------------------------[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----------------------------------------------------------------------[INFO] Total time: 8.321 s
[INFO] Finished at: 2020-03-03T09:07:19Z
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

このコマンドは、target ディレクトリ内に JAR ファイルを生成します。
アペンダーライブラリ (aws-lambda-java-log4j2) を使用する場合は、Maven Shade プラグインのト
ランスフォーマーも設定する必要があります。トランスフォーマーライブラリは、アペンダーライブラリ
と Log4j の両方のキャッシュファイルのバージョンを組み合わせます。

Example pom.xml － Log4j 2 アペンダーを使用したプラグイン設定

<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
<version>3.2.2</version>
<configuration>
<createDependencyReducedPom>false</createDependencyReducedPom>
</configuration>
<executions>
<execution>
<phase>package</phase>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
<configuration>
<transformers>
<transformer
implementation="com.github.edwgiz.maven_shade_plugin.log4j2_cache_transformer.PluginsCacheFileTransfor
</transformer>
</transformers>
</configuration>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.github.edwgiz</groupId>
<artifactId>maven-shade-plugin.log4j2-cachefile-transformer</artifactId>
<version>2.13.0</version>
</dependency>
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</dependencies>
</plugin>

Lambda API を使用したデプロイパッケージのアップロード
関数のコードを AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS SDK で更新するに
は、UpdateFunctionCode (p. 1124) API オペレーションを使用します。AWS CLI では、updatefunction-code コマンドを使用します。以下のコマンドは、現在のディレクトリに my-function.zip
という名前のデプロイパッケージをアップロードします。
aws lambda update-function-code --function-name my-function --zip-file fileb://myfunction.zip

次のような出力が表示されます。
{

}

"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "java8",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Handler": "example.Handler",
"CodeSha256": "Qf0hMc1I2di6YFMi9aXm3JtGTmcDbjniEuiYonYptAk=",
"Version": "$LATEST",
"TracingConfig": {
"Mode": "Active"
},
"RevisionId": "983ed1e3-ca8e-434b-8dc1-7d72ebadd83d",
...

デプロイパッケージが 50 MB よりも大きい場合、直接アップロードすることはできません。Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードし、Lambda がオブジェクトを指定するよ
うにします。以下のコマンド例は、デプロイパッケージを my-bucket という名前の S3 バケットにアッ
プロードし、それに応じて関数のコードを更新します。
aws s3 cp my-function.zip s3://my-bucket

次のような出力が表示されます。
upload: my-function.zip to s3://my-bucket/my-function

aws lambda update-function-code --function-name my-function \
--s3-bucket my-bucket --s3-key my-function.zip

次のような出力が表示されます。
{

"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "java8",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Handler": "example.Handler",
"CodeSha256": "Qf0hMc1I2di6YFMi9aXm3JtGTmcDbjniEuiYonYptAk=",
"Version": "$LATEST",
"TracingConfig": {
"Mode": "Active"
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}

},
"RevisionId": "983ed1e3-ca8e-434b-8dc1-7d72ebadd83d",
...

この方法を使用して、最大 250 MB (解凍後サイズ) の関数パッケージをアップロードできます。

AWS SAM によるデプロイパッケージのアップロード
AWS SAM を使用して、関数コード、設定、依存関係のデプロイを自動化できます。AWS SAM は AWS
CloudFormation の拡張であり、サーバーレスアプリケーションを定義するための構文が簡略化されていま
す。以下のサンプルテンプレートは、Gradle 用の build/distributions ディレクトリにあるデプロイ
パッケージを使用する関数を定義します。

Example template.yml
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Description: An AWS Lambda application that calls the Lambda API.
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
CodeUri: build/distributions/java-basic.zip
Handler: example.Handler
Runtime: java8
Description: Java function
MemorySize: 512
Timeout: 10
# Function's execution role
Policies:
- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWSXrayWriteOnlyAccess
- AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
Tracing: Active

関数を作成するには、package コマンドと deploy コマンドを使用します。これらのコマンドは AWS
CLI に合わせてカスタマイズされています。他のコマンドをラップして、デプロイパッケージを Amazon
S3 にアップロードし、オブジェクト URI でテンプレートを書き換え、関数のコードを更新します。
以下のサンプルスクリプトは、Gradle ビルドを実行し、作成されたデプロイパッケージをアップロードし
ます。また、初回実行時に AWS CloudFormation スタックを作成します。そのスタックがすでに存在する
場合は更新します。

Example deploy.sh
#!/bin/bash
set -eo pipefail
aws cloudformation package --template-file template.yml --s3-bucket MY_BUCKET --outputtemplate-file out.yml
aws cloudformation deploy --template-file out.yml --stack-name java-basic --capabilities
CAPABILITY_NAMED_IAM

完全な使用例については、以下のサンプルアプリケーションを参照してください。

Java のサンプル Lambda アプリケーション
• java-basic - 単位テストと変数ログ記録設定を使用する、最小限の Java 関数のコレクション。
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• java-events - Amazon API Gateway、Amazon SQS、Amazon Kinesis などのさまざまなサービスからの
イベントを処理する方法のスケルトンコードを含む Java 関数のコレクション。これらの関数は、最新
バージョンの aws-lambda-java-events (p. 397) ライブラリ (3.0.0 以降) を使用します。これらの例で
は、依存関係としての AWS SDK が不要です。
• s3-java － Amazon S3 からの通知イベントを処理し、Java Class Library (JCL) を使用して、アップロー
ドされたイメージファイルからサムネイルを作成する Java 関数。
• API ゲートウェイを使用して Lambda 関数を呼び出す - 従業員情報を含む Amazon DynamoDB テーブル
をスキャンする Java 関数。次に、Amazon Simple Notification Service を使用して、仕事の記念日を祝
うテキストメッセージを従業員に送信します。この例では、API ゲートウェイを使用して関数を呼び出
します。
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コンテナイメージを使用した Java Lambda 関数の
デプロイ
Lambda 関数コードをコンテナイメージ (p. 148)としてデプロイできます。AWS では、Java 関数のコンテ
ナイメージのビルドに役立つ、次のリソースを提供します。
• Lambda の AWS ベースイメージ
これらのベースイメージには、Lambda でイメージを実行するために必要な言語ランタイムおよびその
他のコンポーネントがプリロードされています。AWS は、コンテナイメージの構築に役立つ各ベースイ
メージの Dockerfile を提供します。
• オープンソースのランタイムインターフェイスクライアント (RIC)
コミュニティベースイメージまたはプライベートエンタープライズベースイメージを使用する場合
は、ランタイムインターフェイスクライアント (p. 150)をベースイメージに追加して、Lambda と互換
性を持たせる必要があります。
• オープンソースのランタイムインターフェイスエミュレータ (RIE)
Lambda は、関数をローカルでテストするためのランタイムインターフェイスエミュレータを提供しま
す。Lambda の ベースイメージとカスタムランタイムのベースイメージには、RIE が含まれます。その
他のベースイメージでは、イメージをローカルでテストする (p. 151)ための RIE をダウンロードできま
す。
コンテナイメージとして定義された関数のワークフローには、次のステップが含まれます。
1. このトピックにリストされているリソースを使ってコンテナイメージを構築します。
2. イメージを Amazon ECR コンテナレジストリ (p. 159)にアップロードします。
3. Lambda 関数を作成 (p. 142)するか、または関数コードを更新 (p. 145)して、イメージを既存の関数にデ
プロイします。
トピック
• AWSJava の ベースイメージ (p. 404)
• Java ベースイメージを使用する (p. 405)
• Java ランタイムインタフェースクライアント (p. 405)
• コンテナイメージのデプロイ (p. 405)

AWSJava の ベースイメージ
AWS は、Java の次のベースイメージを提供します。
タグ

ランタイム

オペレーティ
ングシステム

Dockerfile

11

Java 11

Amazon
Linux 2

GitHub の Java 11 用の
Dockerfile

8.al2

Java 8

Amazon
Linux 2

GitHub の Java 8 用の
Dockerfile

8

Java 8

Amazon
Linux

GitHub の Java 8 用の
Dockerfile
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Amazon ECR リポジトリ: gallery.ecr.aws/lambda/java

Java ベースイメージを使用する
Java ベースイメージの使用方法については、Amazon ECR リポジトリの [Lambda base images for Java]
(Java 用の Lambda ベースイメージ) の [usage] (使用) タブを選択します。

Java ランタイムインタフェースクライアント
Apache Maven パッケージマネージャーを使用して、Java 用のランタイムインターフェイスクライアント
をインストールします。次のコードを pom.xml ファイルに追加します。
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-lambda-java-runtime-interface-client</artifactId>
<version>1.0.0</version>
</dependency>

パッケージの詳細については、Maven Central Repository の「Lambda RIC」を参照してください。
GitHub の AWS Lambda Java Support Libraries で、Java クライアントのソースコードを表示することも
できます。
Amazon ECR コンテナレジストリにコンテナイメージを保存したら、Lambda 関数を作成して実
行 (p. 140)できます。

コンテナイメージのデプロイ
新しい関数を作成する (p. 142)場合、Java イメージをデプロイします。既存の関数では、コンテナーイ
メージを再ビルドする場合は、関数コードの更新 (p. 145)を行うことでイメージを再度デプロイする必要
があります。
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Java の AWS Lambda context オブジェクト
Lambda で関数が実行されると、コンテキストオブジェクトがハンドラー (p. 393)に渡されます。このオ
ブジェクトは、呼び出し、関数、および実行関数に関する情報を示すメソッドおよびプロパティを提供し
ます。

context メソッド
• getRemainingTimeInMillis() － 実行がタイムアウトするまでの残りのミリ秒数を返します。
• getFunctionName() － Lambda 関数の名前を返します。
• getFunctionVersion() － 関数のバージョン (p. 179)を返します。
• getInvokedFunctionArn() － この関数を呼び出すために使用される Amazon リソースネーム
(ARN) を返します。呼び出し元でバージョン番号またはエイリアスが指定されているかどうかを示しま
す。
• getMemoryLimitInMB() － 関数に割り当てられたメモリの量を返します。
• getAwsRequestId() － 呼び出しリクエストの ID を返します。
• getLogGroupName() － 関数のロググループを返します。
• getLogStreamName() － 関数インスタンスのログストリームを返します。
• getIdentity() － (モバイルアプリ) リクエストを承認した Amazon Cognito ID に関する情報を返しま
す。
• getClientContext() － (モバイルアプリ) クライアントアプリケーションから Lambda に提供される
クライアントコンテキストを返します。
• getLogger() － 関数のロガーオブジェクト (p. 409)を返します。
以下の例では、コンテキストオブジェクトを使用して Lambda ロガーにアクセスする関数を示していま
す。

Example Handler.java
package example;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger
...
// Handler value: example.Handler
public class Handler implements RequestHandler<Map<String,String>, String>{
Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();
@Override
public String handleRequest(Map<String,String> event, Context context)
{
LambdaLogger logger = context.getLogger();
String response = new String("200 OK");
// log execution details
logger.log("ENVIRONMENT VARIABLES: " + gson.toJson(System.getenv()));
logger.log("CONTEXT: " + gson.toJson(context));
// process event
logger.log("EVENT: " + gson.toJson(event));
logger.log("EVENT TYPE: " + event.getClass().toString());
return response;
}
}

この関数は、コンテキストオブジェクトを JSON にシリアル化し、ログストリームに記録します。
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Example ログ出力
START RequestId: 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0 Version: $LATEST
...
CONTEXT:
{
"memoryLimit": 512,
"awsRequestId": "6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0",
"functionName": "java-console",
...
}
...
END RequestId: 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0
REPORT RequestId: 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0 Duration: 198.50 ms Billed Duration:
200 ms Memory Size: 512 MB Max Memory Used: 90 MB Init Duration: 524.75 ms

コンテキストオブジェクトのインターフェイスは aws-lambda-java-core ライブラリに含まれています。こ
のインターフェイスを実装して、テスト用のコンテキストクラスを作成できます。以下の例では、ほとん
どのプロパティのダミー値を返すコンテキストクラス、およびテスト用のロガーを示しています。

Example src/test/java/example/TestContext.java
package example;
import
import
import
import

com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.CognitoIdentity;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.ClientContext;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger

public class TestContext implements Context{
public TestContext() {}
public String getAwsRequestId(){
return new String("495b12a8-xmpl-4eca-8168-160484189f99");
}
public String getLogGroupName(){
return new String("/aws/lambda/my-function");
}
...
public LambdaLogger getLogger(){
return new TestLogger();
}
}

ログ記録の詳細については、「」を参照してくださいJava の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 409)

サンプルアプリケーションのコンテキスト
このガイドの GitHub リポジトリには、コンテキストオブジェクトの使用方法を示すサンプルアプリケー
ションが含まれています。各サンプルアプリケーションには、簡易のデプロイとクリーンアップ用のスク
リプト、AWS Serverless Application Model (AWS SAM) テンプレート、サポートリソースが含まれていま
す。

Java のサンプル Lambda アプリケーション
• java-basic - 単位テストと変数ログ記録設定を使用する、最小限の Java 関数のコレクション。
• java-events - Amazon API Gateway、Amazon SQS、Amazon Kinesis などのさまざまなサービスから
のイベントを処理する方法のスケルトンコードを含む Java 関数のコレクション。これらの関数は、最
新バージョンの aws-lambda-java-events (p. 397) ライブラリ (3.0.0 以降) を使用します。これらの例で
は、依存関係としての AWS SDK が不要です。
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• s3-java － Amazon S3 からの通知イベントを処理し、Java Class Library (JCL) を使用して、アップロー
ドされたイメージファイルからサムネイルを作成する Java 関数。
• API ゲートウェイを使用して Lambda 関数を呼び出す - 従業員情報を含む Amazon DynamoDB テーブル
をスキャンする Java 関数。次に、Amazon Simple Notification Service を使用して、仕事の記念日を祝
うテキストメッセージを従業員に送信します。この例では、API ゲートウェイを使用して関数を呼び出
します。
すべてのサンプルアプリケーションには、単体テスト用のテストコンテキストクラスがあります。javabasic アプリケーションは、コンテキストオブジェクトを使用してロガーを取得する方法を示していま
す。また、SLF4J と Log4J 2 を使用して、ローカルの単体テストで機能するロガーを提供しています。
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Java の AWS Lambda 関数ログ作成
AWS Lambda は、ユーザーに代わって Lambda 関数を自動的にモニタリングし、Amazon CloudWatch に
関数メトリクスを送信します。Lambda 関数には、関数のインスタンスごとに CloudWatch Logs ロググ
ループとログストリームが用意されています。Lambda ランタイム環境は、各呼び出しの詳細をログスト
リームに送信し、関数のコードからのログやその他の出力を中継します。
このページでは、AWS Command Line Interface、Lambda コンソール、または CloudWatch コンソールを
使用して、Lambda 関数のコードからログ出力を生成する方法、またはアクセスログを生成する方法につ
いて説明します。
セクション
• ログを返す関数の作成 (p. 409)
• Lambda コンソールの使用 (p. 410)
• CloudWatch コンソールの使用 (p. 410)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 411)
• ログの削除 (p. 413)
• Log4j 2 および SLF4J による高度なログ記録 (p. 413)
• サンプルログ記録コード (p. 415)

ログを返す関数の作成
関数コードからログを出力するには、java.lang.System のメソッドを使用するか、stdout や stderr に
書き込む任意のログ記録モジュールを使用できます。aws-lambda-java-core (p. 397) ライブラリには、コ
ンテキストオブジェクトからアクセスできる LambdaLogger という名前のロガークラスが用意されてい
ます。ロガークラスは複数行のログをサポートしています。
以下の例では、コンテキストオブジェクトによって提供される LambdaLogger ロガーを使用していま
す。

Example Handler.java
// Handler value: example.Handler
public class Handler implements RequestHandler<Object, String>{
Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();
@Override
public String handleRequest(Object event, Context context)
{
LambdaLogger logger = context.getLogger();
String response = new String("SUCCESS");
// log execution details
logger.log("ENVIRONMENT VARIABLES: " + gson.toJson(System.getenv()));
logger.log("CONTEXT: " + gson.toJson(context));
// process event
logger.log("EVENT: " + gson.toJson(event));
return response;
}
}

Example ログの形式
START RequestId: 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0 Version: $LATEST
ENVIRONMENT VARIABLES:
{
"_HANDLER": "example.Handler",
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"AWS_EXECUTION_ENV": "AWS_Lambda_java8",
"AWS_LAMBDA_FUNCTION_MEMORY_SIZE": "512",
...

}
CONTEXT:
{
"memoryLimit": 512,
"awsRequestId": "6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0",
"functionName": "java-console",
...
}
EVENT:
{
"records": [
{
"messageId": "19dd0b57-xmpl-4ac1-bd88-01bbb068cb78",
"receiptHandle": "MessageReceiptHandle",
"body": "Hello from SQS!",
...
}
]
}
END RequestId: 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0
REPORT RequestId: 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0 Duration: 198.50 ms Billed Duration:
200 ms Memory Size: 512 MB Max Memory Used: 90 MB Init Duration: 524.75 ms

Java ランタイムは、呼び出しごとに START、END、および REPORT の各行を記録します。レポート行に
は、次の詳細が示されます。

レポートログ
• RequestId － 呼び出しの一意のリクエスト ID。
• 所要時間 － 関数のハンドラーメソッドがイベントの処理に費やした時間。
• 課金期間 － 呼び出しの課金対象の時間。
• メモリサイズ － 関数に割り当てられたメモリの量。
• 使用中の最大メモリ － 関数によって使用されているメモリの量。
• 初期所要時間 － 最初に処理されたリクエストについて、ハンドラーメソッド外で関数をロードしてコー
ドを実行するためにランタイムにかかった時間。
• XRAY TraceId － トレースされたリクエストの場合、AWS X-Ray のトレース ID (p. 731)。
• SegmentId － トレースされたリクエストの場合、X-Ray のセグメント ID。
• Sampled - トレースされたリクエストの場合、サンプリング結果。

Lambda コンソールの使用
Lambda コンソールを使用して、Lambda 関数を呼び出した後のログ出力を表示できます。詳細について
は、「AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs へのアクセス (p. 747)」を参照してください。

CloudWatch コンソールの使用
Amazon CloudWatch コンソールを使用して、すべての Lambda 関数呼び出しのログを表示できます。

CloudWatch コンソールでログを表示するには
1.
2.
3.

CloudWatch コンソールの [Log groups (ロググループ)] ページを開きます。
機能のロググループを選択します( /aws/lambda/###)
ログストリームを選択します
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各ログストリームは、関数のインスタンス (p. 103)に相当します。ログストリームは、Lambda 関数を更
新したとき、および複数の同時呼び出しを処理するために追加のインスタンスが作成されたときに表示さ
れます。特定の呼び出しのログを検索するために、AWS X-Ray を使って関数をインストルメント化するこ
とをお勧めします。 X-Ray は、リクエストとログストリームの詳細をトレースに記録します。
ログとトレースを X-Ray に関連付けるサンプルアプリケーションを使用するには、AWS Lambda の Error
Processor サンプルアプリケーション (p. 829) を参照してください。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI を使用して、--log-type コマンドオプションを使用して、呼び出しのログを取得できます。
レスポンスには、LogResultフィールドが含まれ、このフィールドには、呼び出しから base64 コードさ
れた最大 4 KB のログが含まれます。

Example ログ ID を取得します
次の例は、LogResultという名前の関数のmy-functionフィールドからログ ID を取得する方法を示し
ています。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail

次のような出力が表示されます。
{

"StatusCode": 200,
"LogResult":
"U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

}

Example ログをデコードします
同じコマンドプロンプトで、base64 ユーティリティを使用してログをデコードします。次の例は、myfunctionの base64 でエンコードされたログを取得する方法を示しています 。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text | base64 -d

次のような出力が表示されます。
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5caf5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Duration: 79.67 ms
Billed
Duration: 80 ms
Memory Size: 128 MB
Max Memory Used: 73 MB

base64このユーティリティは、Linux、macOS、および Windows の Ubuntu で使用できます。macOS
ユーザーは、base64 -Dを使用する必要があります 。
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Example get-logs.sh スクリプト
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを使用して、最後の 5 つのログイベントをダウンロードしま
す。このスクリプトはsedを使用して出力ファイルから引用符を削除し、ログが使用可能になるまで15秒
待機します。この出力には Lambda からのレスポンスと、get-log-events コマンドからの出力が含ま
れます。
次のコードサンプルの内容をコピーし、Lambdaプロジェクトディレクトリにget-logs.shとして保存し
ます。
AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out -payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-name stream1
--limit 5

Example macOS および Linux(専用)
同じコマンドプロンプトで、macOS と Linux ユーザーが次のコマンドを実行して、スクリプトが実行可能
であることを確認する必要があります。
chmod -R 755 get-logs.sh

Example 最後の 5 つのログイベントを取得します
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを実行して、最後の 5 つのログイベントを取得します。
./get-logs.sh

次のような出力が表示されます。
{
}
{

"StatusCode": 200,
"ExecutedVersion": "$LATEST"

"events": [
{
"timestamp": 1559763003171,
"message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
$LATEST\n",
"ingestionTime": 1559763003309
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",\r ...",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r \"key\": \"value\"\r}\n",
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},
{

},
{

"ingestionTime": 1559763018353
"timestamp": 1559763003218,
"message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
"ingestionTime": 1559763018353

"timestamp": 1559763003218,
"message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\tDuration:
26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75 MB\t\n",
"ingestionTime": 1559763018353
}
],
"nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
"nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"

}

ログの削除
関数を削除しても、ロググループは自動的には削除されません。ログが無期限に保存されないようにする
には、ロググループを削除するか、ログが自動的に削除されるまでの保存期間を設定します。

Log4j 2 および SLF4J による高度なログ記録
Note
AWS Lambda では、そのマネージドランタイムとベースコンテナイメージに Log4j2 が含まれて
いません。このため、これらは CVE-2021-44228、CVE-2021-45046、および CVE-2021-45105
で説明されている問題の影響を受けません。
お客様の関数に影響を受ける Log4j2 バージョンが含まれているという場合のた
め、CVE-2021-44228、CVE-2021-45046、および CVE-2021-45105 の問題の緩和に役立つ変更
を Lambda Java マネージドランタイム (p. 84)とベースコンテナイメージ (p. 404)に適用しまし
た。この変更の結果、Log4J2 を使用しているお客様には、「Transforming org/apache/
logging/log4j/core/lookup/JndiLookup (java.net.URLClassLoader@...)」のよう
な追加のログエントリが表示される場合があります。Log4J2 出力の jndi マッパーを参照するログ
文字列は、いずれも「Patched JndiLookup::lookup()」に置き換えられます。
この変更にかかわらず、Log4j2 が含まれる関数を持つすべてのお客様に、最新バージョンへの
更新を強くお勧めします。特に、関数で aws-lambda-java-log4j2 ライブラリを使用しているお客
様は、バージョン 1.5.0 (またはそれ以降) に更新して、関数を再デプロイするようにしてくださ
い。このバージョンは、基盤となる Log4j2 ユーティリティの依存関係をバージョン 2.17.0 (ま
たはそれ以降) に更新します。更新された aws-lambda-java-log4j2 バイナリは Maven リポジト
リで、そのソースコードは GitHub で入手できます。
ログ出力をカスタマイズし、単体テスト中のログ記録をサポートし、AWS SDK 呼び出しをログに記録す
るには、SLF4J で Apache Log4j 2 を使用します。Log4j は、ログレベルを設定し、アペンダーライブラリ
を使用できるようにする Java プログラムのログ記録ライブラリです。SLF4J は、関数コードを変更せず
に使用するライブラリを切り替えることができるファサードライブラリです。
関数のログにリクエスト ID を追加するには、aws-lambda-java-log4j2 (p. 397) ライブラリのアペンダーを
使用します。以下の例では、すべてのログにタイムスタンプとリクエスト ID を追加する Log4j 2 設定ファ
イルを示しています。

Example src/main/resources/log4j2.xml － アペンダー設定
<Configuration status="WARN">
<Appenders>
<Lambda name="Lambda">
<PatternLayout>
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<pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %X{AWSRequestId} %-5p %c{1} - %m%n</pattern>
</PatternLayout>
</Lambda>
</Appenders>
<Loggers>
<Root level="INFO">
<AppenderRef ref="Lambda"/>
</Root>
<Logger name="software.amazon.awssdk" level="WARN" />
<Logger name="software.amazon.awssdk.request" level="DEBUG" />
</Loggers>
</Configuration>

この設定では、各行の先頭に日付、時刻、リクエスト ID、ログレベル、クラス名が追加されます。

Example アペンダーのログ形式
START RequestId: 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0 Version: $LATEST
2020-03-18 08:52:43 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0 INFO Handler - ENVIRONMENT
VARIABLES:
{
"_HANDLER": "example.Handler",
"AWS_EXECUTION_ENV": "AWS_Lambda_java8",
"AWS_LAMBDA_FUNCTION_MEMORY_SIZE": "512",
...
}
2020-03-18 08:52:43 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0 INFO Handler - CONTEXT:
{
"memoryLimit": 512,
"awsRequestId": "6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0",
"functionName": "java-console",
...
}

SLF4J は、Java コードでのログ記録のためのファサードライブラリです。関数コードで、SLF4J ロガー
ファクトリを使用して、info() や warn() などのログレベルのメソッドにより、ロガーを取得します。
ビルド設定で、ログ記録ライブラリと SLF4J アダプターをクラスパスに含めます。ビルド設定のライブラ
リを変更することで、関数コードを変更せずにロガータイプを切り替えることができます。SDK for Java
からログをキャプチャするには SLF4J が必要です。
以下の例では、ハンドラークラスは SLF4J を使用してロガーを取得しています。

Example src/main/java/example/HandlerS3.java - SLF4J を使用したログ記録
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
// Handler value: example.Handler
public class HandlerS3 implements RequestHandler<S3Event, String>{
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(HandlerS3.class);
Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();
@Override
public String handleRequest(S3Event event, Context context)
{
...
logger.info("RECORD: " + record);
logger.info("SOURCE BUCKET: " + srcBucket);
logger.info("SOURCE KEY: " + srcKey);
...
}
}
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ビルド設定では、Lambda アペンダーおよび SLF4J アダプターのランタイム依存関係と、Log4J 2 の実装
依存関係を使用します。

Example build.gradle － 依存関係のログ記録
dependencies {
...
implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-api:[2.17.1,)'
implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-core:[2.17.1,)'
implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-slf4j18-impl:[2.17.1,)'
...
}

テスト用にローカルでコードを実行する場合、Lambda ロガーへのアクセスにコンテキストオブジェクト
は使用できず、Lambda アペンダーが使用するリクエスト ID はありません。テスト設定の例については、
次のセクションのサンプルアプリケーションを参照してください。

サンプルログ記録コード
このガイドの GitHub リポジトリには、さまざまなログ記録設定の使用方法を示すサンプルアプリケー
ションが含まれています。各サンプルアプリケーションには、簡易のデプロイとクリーンアップ用のスク
リプト、AWS SAM テンプレート、サポートリソースが含まれています。

Java のサンプル Lambda アプリケーション
• java-basic - 単位テストと変数ログ記録設定を使用する、最小限の Java 関数のコレクション。
• java-events - Amazon API Gateway、Amazon SQS、Amazon Kinesis などのさまざまなサービスから
のイベントを処理する方法のスケルトンコードを含む Java 関数のコレクション。これらの関数は、最
新バージョンの aws-lambda-java-events (p. 397) ライブラリ (3.0.0 以降) を使用します。これらの例で
は、依存関係としての AWS SDK が不要です。
• s3-java － Amazon S3 からの通知イベントを処理し、Java Class Library (JCL) を使用して、アップロー
ドされたイメージファイルからサムネイルを作成する Java 関数。
• API ゲートウェイを使用して Lambda 関数を呼び出す - 従業員情報を含む Amazon DynamoDB テーブル
をスキャンする Java 関数。次に、Amazon Simple Notification Service を使用して、仕事の記念日を祝
うテキストメッセージを従業員に送信します。この例では、API ゲートウェイを使用して関数を呼び出
します。
java-basic サンプルアプリケーションは、ログ記録テストをサポートする最小限のログ記録設定を示し
ています。ハンドラーコードは、コンテキストオブジェクトによって提供される LambdaLogger ロガー
を使用します。テストでは、アプリケーションは、Log4j 2 ロガーとの TestLogger インターフェイスを
実装するカスタム LambdaLogger クラスを使用します。また、AWS SDK との互換性のためのファサー
ドとして SLF4J を使用します。ログ記録ライブラリは、デプロイパッケージを小さく保つために、ビルド
出力から除外しています。
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Java の AWS Lambda 関数エラー
コードが原因でエラーが発生すると、Lambda によって、エラーの JSON 表現が生成されます。このエ
ラードキュメントは、呼び出しログ (同期呼び出しの場合は出力) で確認できます。
このページでは、Lambda コンソールと AWS CLI を使用して、Java ランタイムの Lambda 関数の呼び出
しエラーを表示する方法について説明します。
セクション
• 構文 (p. 416)
• 仕組み (p. 417)
• 例外を返す関数の作成 (p. 417)
• Lambda コンソールの使用 (p. 418)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 419)
• 他の AWS サービスでのエラー処理 (p. 419)
• サンプルアプリケーション (p. 420)
• 次のステップ (p. 420)

構文
以下の例では、ランタイムはイベントをオブジェクトに逆シリアル化できません。入力は有効な JSON タ
イプですが、ハンドラーメソッドの予期するタイプと一致しません。

Example Lambda ランタイムエラー
{

"errorMessage": "An error occurred during JSON parsing",
"errorType": "java.lang.RuntimeException",
"stackTrace": [],
"cause": {
"errorMessage": "com.fasterxml.jackson.databind.exc.InvalidFormatException: Can not
construct instance of java.lang.Integer from String value '1000,10': not a valid Integer
value\n at [Source: lambdainternal.util.NativeMemoryAsInputStream@35fc6dc4; line: 1,
column: 1] (through reference chain: java.lang.Object[0])",
"errorType": "java.io.UncheckedIOException",
"stackTrace": [],
"cause": {
"errorMessage": "Can not construct instance of java.lang.Integer
from String value '1000,10': not a valid Integer value\n at [Source:
lambdainternal.util.NativeMemoryAsInputStream@35fc6dc4; line: 1, column: 1] (through
reference chain: java.lang.Object[0])",
"errorType": "com.fasterxml.jackson.databind.exc.InvalidFormatException",
"stackTrace": [
"com.fasterxml.jackson.databind.exc.InvalidFormatException.from(InvalidFormatException.java:55)",

"com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationContext.weirdStringException(DeserializationContext.jav
...
]
}
}

}
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仕組み
Lambda 関数を呼び出すと、Lambda は呼び出しリクエストを受け取り、実行ロールのアクセス許可を検
証し、イベントドキュメントが有効な JSON ドキュメントであることを確認し、パラメータ値をチェック
します。
リクエストが検証に合格した場合、Lambda は関数インスタンスにリクエストを送信します。Lambda ラ
ンタイム (p. 84)環境は、イベントドキュメントをオブジェクトに変換して、関数ハンドラーに渡します。
Lambda がエラーを検出した場合、例外のタイプ、メッセージ、およびエラーの原因を示す HTTP ステー
タスコードを返します。Lambda 関数を呼び出したクライアントまたはサービスは、エラーを処理する
か、エラーをエンドユーザーに渡すことができます。正しいエラー処理動作は、アプリケーションの種
類、対象ユーザー、エラーの原因によって異なります。
次の一覧は、Lambda から受信できるステータスコードの範囲を示したものです。
2xx
応答に X-Amz-Function-Error ヘッダーのある 2xx 番台のエラーは、Lambda ランタイムまたは
関数エラーを示します。2xx シリーズステータスコードは、Lambda がリクエストを受け入れたこと
を示しますが、エラーコードの代わりに、Lambda は、レスポンスに X-Amz-Function-Error ヘッ
ダーを含めることでエラーを示します。
4xx
4xx一連のエラーは、呼び出し元のクライアントまたはサービスが、要求を変更したり、許可を要
求したり、要求を再試行したりすることによって修正できるエラーを示します。4xx以外の一連のエ
ラーは、429 通常、リクエストのエラーを示します。
5xx
5xx シリーズエラーは、Lambda の問題、または関数の構成やリソースの問題を示します。5xx シ
リーズエラーは、ユーザーの操作なしで解決できる一時的な状態を示す場合があります。これらの問
題は、呼び出し側のクライアントやサービスでは対処できませんが、Lambda 関数の所有者によって
問題を解決できる場合があります。
呼び出しエラーの詳細な一覧については、「InvokeFunction エラー (p. 1030)」を参照してください。

例外を返す関数の作成
人間が読み取れるエラーメッセージをユーザーに表示する Lambda 関数を作成できます。

Note
このコードをテストするには、プロジェクトの src フォルダに InputLengthException.java を含め
る必要があります。

Example src/main/java/example/HandlerDivide.java － ランタイムの例外
import java.util.List;
// Handler value: example.HandlerDivide
public class HandlerDivide implements RequestHandler<List<Integer>, Integer>{
Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();
@Override
public Integer handleRequest(List<Integer> event, Context context)
{
LambdaLogger logger = context.getLogger();
// process event
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}

}

if ( event.size() != 2 )
{
throw new InputLengthException("Input must be a list that contains 2 numbers.");
}
int numerator = event.get(0);
int denominator = event.get(1);
logger.log("EVENT: " + gson.toJson(event));
logger.log("EVENT TYPE: " + event.getClass().toString());
return numerator/denominator;

関数が InputLengthException をスローすると、Java ランタイムはそれを以下のドキュメントにシリ
アル化します。

Example エラードキュメント (空白を追加)
{

}

"errorMessage":"Input must be a list that contains 2 numbers.",
"errorType":"java.lang.InputLengthException",
"stackTrace": [
"example.HandlerDivide.handleRequest(HandlerDivide.java:23)",
"example.HandlerDivide.handleRequest(HandlerDivide.java:14)"
]

この例では、InputLengthException は RuntimeException です。RequestHandlerインターフェ
イス (p. 395)はチェック済み例外を許可しません。RequestStreamHandler インターフェイスは
IOException エラーのスローをサポートしています。
前の例の return ステートメントは、ランタイムの例外をスローすることもあります。
return numerator/denominator;

このコードは、算術エラーを返す可能性があります。

{"errorMessage":"/ by zero","errorType":"java.lang.ArithmeticException","stackTrace":
["example.HandlerDivide.handleRequest(HandlerDivide.java:28)","example.HandlerDivide.handleRequest(Hand

Lambda コンソールの使用
テストイベントを設定し、出力を表示することで、Lambda コンソールで関数を呼び出すことができま
す。出力は関数の実行ログにも記録され、トレース (p. 731)が有効になっている場合は AWS X-Ray にも
記録されます。

Lambda コンソールで関数を呼び出すには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

テストする関数を選択し、[Test] (テスト) を選択します。

3.

[Test event] (テストイベント) で、[New event] (新しいイベント) を選択します。

4.

テンプレートを選択します。

5.

[Name] (名前) にテストの名前を入力します。テキスト入力ボックスに、JSON テストイベントを入力
します。

6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

7.

[Test] (テスト) を選択します。
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Lambda コンソールで、関数が同期的 (p. 232)に呼び出され、結果が表示されます。レスポンス、ログ、
その他の情報を表示するには、[Details (詳細)] セクションを展開します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI で Lambda 関数を呼び出すと、AWS CLI はレスポンスを 2 つのドキュメントに分割しま
す。AWS CLIのレスポンスがコマンドプロンプトに表示されます。エラーが発生した場合は、レスポンス
にはFunctionErrorフィールドが含まれます。関数によって返されたレスポンスまたはエラーは、出力
ファイルに書き込まれます。例えば、output.json、output.txt などです。
次の 読み出し コマンドの例は、関数を呼び出し、 呼び出し応答をoutput.txtファイルに書き込む方法
を示しています。
aws lambda invoke
\
--function-name my-function
\
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload '{"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"}' output.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
コマンドプロンプトにAWS CLIレスポンスが表示されるはずです:
{

}

"StatusCode": 200,
"FunctionError": "Unhandled",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

output.txtファイル内に関数呼び出しレスポンスが表示されるはずです。同じコマンドプロンプトで、
次のコマンドを使用してコマンドプロンプトに出力を表示することもできます。
cat output.txt

コマンドプロンプトに呼び出し応答が表示されます。

{"errorMessage":"Input must contain 2
numbers.","errorType":"java.lang.InputLengthException","stackTrace":
["example.HandlerDivide.handleRequest(HandlerDivide.java:23)","example.HandlerDivide.handleRequest(Han

また、Lambda は、関数のログに最大 256 KB のエラーオブジェクトを記録します。詳細については、
「Java の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 409)」を参照してください。

他の AWS サービスでのエラー処理
別の AWS のサービスが関数を呼び出すと、サービスは呼び出しの種類と再試行動作を選択します。AWS
のサービスは、スケジュールに従って、リソースのライフサイクルイベントに応答して、またはユーザー
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からのリクエストを処理するために、関数を呼び出すことができます。サービスによっては、関数を非同
期に呼び出し、Lambda でエラーを処理する場合もあれば、再試行するか、ユーザーにエラーを返す場合
もあります。
例えば、API Gateway はすべての呼び出しエラーと関数エラーを内部エラーとして扱います。Lambda API
が呼び出しリクエストを拒否した場合、API Gateway は 500 エラーコードを返します。関数が実行され
てもエラーが返された場合、または誤った形式でレスポンスが返された場合、API Gateway は 502 エラー
コードを返します。エラーレスポンスをカスタマイズするには、コードでエラーをキャッチし、レスポン
スを必要な形式に加工する必要があります。
エラーの発生元とその原因を特定するには、AWS X-Ray を使用することをお勧めします。X-Ray を使用
すると、エラーが発生したコンポーネントを特定し、そのエラーの詳細を確認することができます。次の
例は、API Gateway から 502 応答が返された関数エラーを示しています。

詳細については、「AWS Lambda での Java コードの作成 (p. 421)」を参照してください。

サンプルアプリケーション
このガイドの GitHub リポジトリには、エラーの使用方法を示すサンプルアプリケーションが含まれて
います。各サンプルアプリケーションには、簡易のデプロイとクリーンアップ用のスクリプト、AWS
Serverless Application Model (AWS SAM) テンプレート、サポートリソースが含まれています。

Java のサンプル Lambda アプリケーション
• java-basic - 単位テストと変数ログ記録設定を使用する、最小限の Java 関数のコレクション。
• java-events - Amazon API Gateway、Amazon SQS、Amazon Kinesis などのさまざまなサービスから
のイベントを処理する方法のスケルトンコードを含む Java 関数のコレクション。これらの関数は、最
新バージョンの aws-lambda-java-events (p. 397) ライブラリ (3.0.0 以降) を使用します。これらの例で
は、依存関係としての AWS SDK が不要です。
• s3-java － Amazon S3 からの通知イベントを処理し、Java Class Library (JCL) を使用して、アップロー
ドされたイメージファイルからサムネイルを作成する Java 関数。
• API ゲートウェイを使用して Lambda 関数を呼び出す - 従業員情報を含む Amazon DynamoDB テーブル
をスキャンする Java 関数。次に、Amazon Simple Notification Service を使用して、仕事の記念日を祝
うテキストメッセージを従業員に送信します。この例では、API ゲートウェイを使用して関数を呼び出
します。
java-basic 関数には、カスタムランタイム例外を返すハンドラー (HandlerDivide) が含まれていま
す。HandlerStream ハンドラーは RequestStreamHandler を実装し、IOException チェック済み例
外をスローできます。

次のステップ
• Lambda 関数に関するログ記録イベントを the section called “ログ記録” (p. 409) ページに表示する方法
を学びます。
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AWS Lambda での Java コードの作成
Lambda アプリケーションのトレース、デバッグ、および最適化を行うために、Lambda は AWS X-Ray
と統合されています。X-Ray を使用すると、Lambda 関数や他の AWS のサービスが含まれるアプリケー
ション内で、リソースを横断するリクエストをトレースできます。
トレースされたデータを X-Ray に送信するには、以下の 2 つの SDK ライブラリのいずれかを使用しま
す。
• AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) – 安全で本番環境に対応し、AWS でサポートされている
OpenElemetry (OTel) SDK のディストリビューションです。
• AWS X-Ray SDK for Java - トレースデータを生成して X-Ray に送信するための SDK。
ADOT と X-Ray SDK を使用することで、テレメトリーデータを X-Ray サービスに送信できます。その
後、X-Ray を使用して、アプリケーションのパフォーマンスメトリクスの表示やフィルタリングを行い、
インサイトを取得することで、問題点や最適化のための手法を同定できます。

Important
ADOT は、Lambda 関数の計測用として推奨されている手法です。すべての新しいアプリケー
ションでは、ADOT を使用することをお勧めします。ただし、OpenTelemetry に備わる柔軟性が
原因で、Lambda 関数の呼び出し時に、コールドスタートのレイテンシーが増加する可能性があ
ります。低レイテンシーに対する最適化を行っており、テレメトリの相関関係やバックエンドの
送信先に関する動的な設定など、OpenTelemetry の高度な機能も必要としない場合は、ADOT の
AWS X-Ray SDK が便利です。
セクション
• Java 関数の計測への ADOT の使用 (p. 421)
• Java 関数の計測のための X-Ray SDK の使用 (p. 422)
• Lambda コンソールを使用したトレースの有効化 (p. 422)
• Lambda API でのトレースのアクティブ化 (p. 422)
• AWS CloudFormation によるトレースのアクティブ化 (p. 423)
• X-Ray トレースの解釈 (p. 423)
• ランタイムの依存関係のレイヤーへの保存 (X-Ray SDK) (p. 425)
• サンプルアプリケーションでの X-Ray トレース (X-Ray SDK) (p. 425)

Java 関数の計測への ADOT の使用
ADOT はフルマネージド型の Lambda レイヤー (p. 14)を提供します。こにより、OTel SDK を使用して
テレメトリデータを収集するために必要なすべてがパッケージ化されます。このレイヤーを使用すると、
関数コードを変更する必要はなしで、Lambda 関数を計測できます。また、このレイヤーは、OTel での
カスタムな初期化を実行するように構成することもできます。詳細については、ADOT のドキュメントの
「Custom configuration for the ADOT Collector on Lambda」(Lambda 上での ADOT Collector のカスタム
設定) 参照してください。
Java ランタイムの場合、使用するレイヤーを以下の 2 つの中から選択できます。
• AWS ADOT Java 向けのマネージド Lambda レイヤー (自動計測エージェント) – このレイヤーは、起
動時に関数コードを自動的に変換し、トレーシングデータを収集できるようにします。このレイヤーを
ADOT Java エージェントとともに使用する方法の詳細については、「ADOT ドキュメント」の「AWS
Distro for OpenTelemetry Lambda Support for Java (Auto-instrumentation Agent)」を参照してくださ
い。
• ADOT Java 用の AWS マネージド型 Lambda レイヤー – このレイヤーによっても、Lambda 関数の組み
込み型の計測機能が提供されます。ただし、OTel SDK を初期化するために、手動によるコード変更が
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いくつか必要となります。このレイヤーを使用する方法の詳細については、「ADOT ドキュメント」の
「AWS Distro for OpenTelemetry Lambda Support for Java」を参照してください。

Java 関数の計測のための X-Ray SDK の使用
関数が、アプリケーション内で他のリソースやサービスに対して行う呼び出しのデータを記録するに
は、X-Ray SDK for Java をビルド設定に追加します。以下に、AWS SDK for Java 2.x クライアントの自動
計測をアクティブ化するライブラリを含む Gradle ビルド設定の例を示します。

Example build.gradle － 依存関係のトレース
dependencies {
implementation
implementation
...
implementation
implementation
implementation
...
}

platform('software.amazon.awssdk:bom:2.15.0')
platform('com.amazonaws:aws-xray-recorder-sdk-bom:2.11.0')
'com.amazonaws:aws-xray-recorder-sdk-core'
'com.amazonaws:aws-xray-recorder-sdk-aws-sdk'
'com.amazonaws:aws-xray-recorder-sdk-aws-sdk-instrumentor'

正しい依存関係を追加し、必要なコード変更を行った後、Lambda コンソールまたはAPIを介して関数の構
成でトレースをアクティブにします。

Lambda コンソールを使用したトレースの有効化
コンソールを使用して Lambda 関数のアクティブなトレースを切り替えるには、次のステップに従いま
す。

トレースをアクティブにするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.
4.

関数を選択します。
[Configuration] (設定) を選択してから、[Monitoring and operations tools] (モニタリングおよび運用
ツール) を選択します。
[Edit] を選択します。

5.
6.

[X-Ray] で、[Active tracing] (アクティブトレース) をオンに切り替えます。
[Save] を選択します。

Lambda API でのトレースのアクティブ化
AWS CLI または AWS SDK で Lambda 関数のトレースを設定するには、次の API オペレーションを使用
します。
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• GetFunctionConfiguration (p. 1001)
• CreateFunction (p. 938)
以下の例の AWS CLI コマンドは、my-function という名前の関数に対するアクティブトレースを有効にし
ます。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active
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トレースモードは、関数のバージョンを公開するときのバージョン固有の設定の一部です。公開後のバー
ジョンのトレースモードを変更することはできません。

AWS CloudFormation によるトレースのアクティブ化
AWS CloudFormation テンプレート内で AWS::Lambda::Function リソースに対するアクティブトレー
スを有効化するには、TracingConfig プロパティを使用します。

Example function-inline.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
TracingConfig:
Mode: Active
...

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) AWS::Serverless::Function リソースに、Tracing
プロパティを使用します。

Example template.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Tracing: Active
...

X-Ray トレースの解釈
関数には、トレースデータを X-Ray にアップロードするためのアクセス許可が必要です。Lambda コン
ソールでトレースを有効にすると、Lambda は必要な権限を関数の [execution role] (p. 53) (実行ロール) に
追加します。それ以外の場合は、AWSXRayDaemonWriteAccess ポリシーを実行ロールに追加します。
アクティブトレースの設定後は、アプリケーションを通じて特定のリクエストの観測が行えるようになり
ます。[X-Ray service graph] (X-Rayサービスグラフ) には、アプリケーションとそのすべてのコンポーネン
トに関する情報が表示されます。エラープロセッサ (p. 829) のサンプルアプリケーションの次の例は、2
つの関数を持つアプリケーションを示しています。プライマリ関数はイベントを処理し、エラーを返す場
合があります。上位 2 番目の関数は、最初のロググループに表示されるエラーを処理し、AWS SDKを使
用してX-Ray、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、および Amazon CloudWatch Logs を呼び
出します。
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X-Ray は、アプリケーションへのすべてのリクエストをトレースするわけではありません。X-Ray は、サ
ンプリングアルゴリズムを適用することで効率的なトレースを行い、同時に、すべてのリクエストについ
ての代表的なサンプルを示します。サンプルレートは 1 秒あたり 1 回のリクエストで、追加リクエストの
5％ です。

Note
関数の X-Ray サンプルレートは設定することはできません。
アクティブトレースを使用する場合、Lambda はトレースごとに 2 つのセグメントを記録します。これに
より、サービスグラフに 2 つのノードが作成されます。次のイメージは、上記のエラープロセッサの例の
主要機能のこれら 2 つのノードを示しています。

左に示された 1 つめのノードは、呼び出しリクエストを受信する Lambda サービスを表しています。2 番
目のノードは、特定の Lambda 関数を表しています。次の例は、これら 2 つのセグメントを使用したト
レースを示しています。いずれも my-function と名付けられていますが、1 つは AWS::Lambda が起点が
あり、もう 1 つは AWS::Lambda::Function が起点があります。

この例では、関数セグメントを展開して、それの 3 つのサブセグメントが表示されています。
• 初期化 － 関数のロードと初期化コード (p. 22)の実行にかかった時間を表します。このサブセグメント
は、関数の各インスタンスが処理する最初のイベントに対してのみ表示されます。
• [Invocation] (呼び出し) - ハンドラーコードの実行に費やされた時間を表します。
• [Overhead] (オーバーヘッド) - Lambda ランタイムが次のイベントを処理するための準備に費やす時間
を表します。
HTTP クライアントをインストルメントし、SQL クエリを記録し、注釈とメタデータからカスタムサブ
セグメントを作成することもできます。詳細については、AWS X-Ray SDK for Java デベロッパーガイ
ドのAWS X-Ray を参照してください。
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料金
X-Ray トレースは、毎月、AWS 無料利用枠で設定された一定限度まで無料で利用できます。XRay の利用がこの上限を超えた場合は、トレースによる保存と取得に対する料金が発生します。
詳細については、「AWS X-Ray 料金表」を参照してください。

ランタイムの依存関係のレイヤーへの保存 (X-Ray
SDK)
X-Ray SDK を使用して AWS SDK クライアントを関数コードに埋め込むと、デプロイパッケージが巨大に
なる可能性があります。機能コードを更新するたびに実行時の依存関係がアップロードされないようにす
るには、X-Ray SDK を [Lambda layer] (p. 161) (Lambda レイヤー) にパッケージ化します。
以下の例では、AWS SDK for Java および X-Ray SDK for Java を保存する
AWS::Serverless::LayerVersion リソースを示しています。

Example template.yml － 依存関係レイヤー
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
CodeUri: build/distributions/blank-java.zip
Tracing: Active
Layers:
- !Ref libs
...
libs:
Type: AWS::Serverless::LayerVersion
Properties:
LayerName: blank-java-lib
Description: Dependencies for the blank-java sample app.
ContentUri: build/blank-java-lib.zip
CompatibleRuntimes:
- java8

この設定では、ランタイム依存関係を変更した場合にのみ、ライブラリレイヤーの更新が必要です。関数
のデプロイパッケージにはユーザーのコードのみが含まれるため、アップロード時間を短縮できます。
依存関係のレイヤーを作成するには、デプロイ前にレイヤーアーカイブを生成するようにビルド設定を変
更する必要があります。実際の例については、GitHub のサンプルアプリケーション、java-basic を参照し
てください。

サンプルアプリケーションでの X-Ray トレース (XRay SDK)
このガイドで参照する GitHub リポジトリには、X-Ray トレースの使用方法を示すサンプルアプリケー
ションが含まれています。各サンプルアプリケーションには、簡易のデプロイとクリーンアップ用のスク
リプト、AWS SAM テンプレート、サポートリソースが含まれています。

Java のサンプル Lambda アプリケーション
• java-basic - 単位テストと変数ログ記録設定を使用する、最小限の Java 関数のコレクション。
• java-events - Amazon API Gateway、Amazon SQS、Amazon Kinesis などのさまざまなサービスから
のイベントを処理する方法のスケルトンコードを含む Java 関数のコレクション。これらの関数は、最
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新バージョンの aws-lambda-java-events (p. 397) ライブラリ (3.0.0 以降) を使用します。これらの例で
は、依存関係としての AWS SDK が不要です。
• s3-java － Amazon S3 からの通知イベントを処理し、Java Class Library (JCL) を使用して、アップロー
ドされたイメージファイルからサムネイルを作成する Java 関数。
• API ゲートウェイを使用して Lambda 関数を呼び出す - 従業員情報を含む Amazon DynamoDB テーブル
をスキャンする Java 関数。次に、Amazon Simple Notification Service を使用して、仕事の記念日を祝
うテキストメッセージを従業員に送信します。この例では、API ゲートウェイを使用して関数を呼び出
します。
すべてのサンプルアプリケーションでは、Lambda 関数に対するアクティブトレースが有効になっていま
す。例えば、s3-java アプリケーションは、AWS SDK for Java 2.x クライアントの自動インストルメン
テーション、テストのセグメント管理、カスタムのサブセグメント、Lambda レイヤーによるラインタイ
ムの依存関係の保存を示しています。
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Eclipse を使用したデプロイパッケージの作成
このセクションでは、Eclipse IDE および Eclipse 用 Maven プラグインを使用してデプロイパッケージに
Java コードをパッケージ化する方法について説明します。

Note
AWS SDK Eclipse ツールキットには、デプロイパッケージを作成し、それをアップロードして
Lambda 関数を作成するための Eclipse プラグインが用意されています。開発環境として Eclipse
IDE を使用できる場合、このプラグインにより Java コードの記述、デプロイパッケージの作成
とアップロード、および Lambda 関数の作成を行うことができます。詳細については、『AWS
Toolkit for Eclipse 入門ガイド』を参照してください。Lambda 関数の記述用のツールキットの使
用例については、「AWS Toolkit for Eclipse で Lambda を使用する」を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 427)
• プロジェクトを作成、ビルドする (p. 427)

前提条件
Eclipse 用 Maven プラグインをインストールします。
1.

Eclipse を起動します。Eclipse の [Help] メニューから、[Install New Software] を選択します。

2.

[Install (インストール)] ウィンドウで [Work with: (次を操作)] ボックスに http://
download.eclipse.org/technology/m2e/releases と入力し、[追加] を選択します。

3.

手順に従ってセットアップを完了します。

プロジェクトを作成、ビルドする
このステップでは、Eclipse を開始し、Maven プロジェクトを作成します。必要な依存関係を追加し、プ
ロジェクトをビルドします。ビルドでは、デプロイパッケージである .jar を作成します。
1.

Eclipse で新しい Maven プロジェクトを作成します。
a.

[File] メニューから [New] を選択し、[Project] を選択します。

b.

[New Project] ウィンドウで、[Maven Project] プロジェクトを選択します。

c.

[New Maven Project] ウィンドウで、[Create a simple project] を選択し、その他のデフォルトの選
択はそのままにします。

d.

[New Maven Project] ウィンドウおよび [Configure project] ウィンドウで、次の Artifact 情報を入
力します。
• [Group Id]: doc-examples
• [Artifact Id]: lambda-java-example
• [Version]: 0.0.1-SNAPSHOT
• [Packaging]: jar
• [Name]: lambda-java-example

2.

aws-lambda-java-core ファイルに pom.xml 依存関係を追加します。
これは、RequestHandler、RequestStreamHandler、および Context インターフェイスの定義
を提供します。これにより、AWS Lambda で使用できるコードをコンパイルすることができます。
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a.

pom.xml ファイルのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Maven]、[Add Dependency]
の順に選択します。

b.

[Add Dependency] ウィンドウで、次の値を入力します。
[Group Id]: com.amazonaws
[Artifact Id]: aws-lambda-java-core
バージョン: 1.2.1

Note
このガイドの他のチュートリアル トピックに従っている場合、特定のチュートリアルで
は依存関係の追加が必要になることがあります。必ず、それらの依存関係を必要に応じ
て追加してください。
3.

Java クラスをプロジェクトに追加します。
a.

プロジェクトで src/main/java サブディレクトリのコンテキスト (右クリック) メニューを開
き、[New]、[Class] の順に選択します。

b.

[New Java Class] ウィンドウで、次の値を入力します。
• パッケージ: example
• 名前: Hello

Note
このガイドの他のチュートリアルに従っている場合、特定のチュートリアルでは、別
のパッケージ名またはクラス名が推奨されることがあります。
c.
4.

Java コードを追加します。このガイドの他のチュートリアルに従っている場合は、提供された
コードを追加します。

プロジェクトをビルドします。
[Package Explorer] でプロジェクトのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Run As] を選択
してから、[Maven Build ...] を選択します。[設定の編集] ウィンドウで、[Goals (目標)] ボックスに
「package」と入力します。

Note
結果的に生じる .jar、lambda-java-example-0.0.1-SNAPSHOT.jar は、デプロイパッ
ケージとして使用できる最終的なスタンドアロン .jar ではありません。次のステップで
は、Apache maven-shade-plugin を追加してスタンドアロン .jar を作成します。詳細につ
いては、Apache Maven Shade プラグインの説明を参照してください。
5.

maven-shade-plugin プラグインを追加し、再ビルドします。
maven-shade プラグインはパッケージの目標 (顧客コード .jar を作成) によって生成されたアーティ
ファクト (jars) を取ります。また、コンパイルされた顧客コードを含むスタンドアロン .jar および解
決された依存関係を pom.xml から作成しています。
a.

pom.xml ファイルのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Maven]、[Add Plugin] の順に
選択します。

b.

[Add Plugin] ウィンドウで、次の値を入力します。
• [Group Id]: org.apache.maven.plugins
• [Artifact Id]: maven-shade-plugin 428
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• バージョン 3.2.2
c.

ここで再度ビルドします。
今回は、以前のように jar を作成し、maven-shade-plugin を使用して依存関係をプルして、
スタンドアロン .jar を作成します。
i.

プロジェクトのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Run As] を選択してから、
[Maven build ...] を選択します。

ii.

[Edit Configuration] ウィンドウで、[Goals] ボックスに「package shade:shade」と入力
します。

iii.

を選択します。。Run
結果的に生じるスタンドアロン .jar (デプロイパッケージ) は、/target サブディレクトリ
にあります。
/target サブディレクトリのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Show In]、
[System Explorer]、の順に選択すると、lambda-java-example-0.0.1-SNAPSHOT.jar
が表示されます。
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AWS Lambda の Java サンプルアプリケーション
このガイドの GitHub リポジトリには、AWS Lambda での Java の使用方法を示すサンプルアプリケー
ションが用意されています。各サンプルアプリケーションには、簡易のデプロイとクリーンアップ用のス
クリプト、AWS CloudFormation テンプレート、サポートリソースが含まれています。

Java のサンプル Lambda アプリケーション
• java-basic - 単位テストと変数ログ記録設定を使用する、最小限の Java 関数のコレクション。
• java-events - Amazon API Gateway、Amazon SQS、Amazon Kinesis などのさまざまなサービスから
のイベントを処理する方法のスケルトンコードを含む Java 関数のコレクション。これらの関数は、最
新バージョンの aws-lambda-java-events (p. 397) ライブラリ (3.0.0 以降) を使用します。これらの例で
は、依存関係としての AWS SDK が不要です。
• s3-java － Amazon S3 からの通知イベントを処理し、Java Class Library (JCL) を使用して、アップロー
ドされたイメージファイルからサムネイルを作成する Java 関数。
• API ゲートウェイを使用して Lambda 関数を呼び出す - 従業員情報を含む Amazon DynamoDB テーブル
をスキャンする Java 関数。次に、Amazon Simple Notification Service を使用して、仕事の記念日を祝
うテキストメッセージを従業員に送信します。この例では、API ゲートウェイを使用して関数を呼び出
します。
Java での Lambda 関数を初めて使用する場合は、まず java-basic の例で始めます。Lambda イ
ベントソースの使用を開始するには、java-events の例を参照してください。これらの両方の例で
は、Lambda の Java ライブラリ、環境変数、AWS SDK、AWS X-Ray SDK の使用を示しています。各
例では、Lambda レイヤーを使用して、関数コードとは別に依存関係をパッケージ化ています。これによ
り、デプロイ時間が短縮されます。これらの例では、必要なセットアップは最小限となっており、コマン
ドラインから 1 分未満でデプロイできます。
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Go による Lambda 関数の構築
以下のセクションでは、Lambda 関数のコードを Go で記述する際に、一般的なプログラミングパターン
と主要概念がどのように適用されるかについて説明します。

Go
名前

識別子

オペレーティング
システム

アーキテクチャ

Go 1.x

go1.x

Amazon Linux

x86_64

廃止

Note
Go 1.x などの Amazon Linux オペレーティングシステムを使用するランタイムは、arm64 アーキ
テクチャをサポートしません。arm64 アーキテクチャを使用するには、提供された.al2 ランタイ
ムで Go を実行します。
Lambda は、Go ランタイム用の次のツールとライブラリを提供します。

Go 用のツールとライブラリ
• AWS SDK for Go: Go プログラミング言語用の公式の AWS SDK。
• github.com/aws/aws-lambda-go/lambda: Go 用の Lambda プログラミングモデルの実装。このパッケー
ジは、ハンドラー (p. 433)を呼び出すために AWS Lambda で使用されます。
• github.com/aws/aws-lambda-go/lambdacontext: コンテキストオブジェクト (p. 437)からコンテキスト
情報にアクセスするためのヘルパー。
• github.com/aws/aws-lambda-go/events: このライブラリは一般的なイベントソース統合のタイプの定義
を提供します。
• github.com/aws/aws-lambda-go/cmd/build-lambda-zip: このツールは、Windows で .zip ファイルアーカ
イブを作成するために使用することができます。
詳細については、GitHub の「aws-lambda-go」をご参照ください。
Lambda は、Go ランタイム用の次のサンプルアプリケーションを提供します。

Go のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-go － Lambda の Go ライブラリ、ログ記録、環境変数、AWS SDK の使用を示す Go 関数。
トピック
• Go の AWS Lambda 関数ハンドラー (p. 433)
• Go の AWS Lambda context オブジェクト (p. 437)
• .zip ファイルアーカイブを使用して Go Lambda 関数をデプロイする (p. 439)
• コンテナイメージを使用して Go Lambda 関数をデプロイする (p. 443)
• Go の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 447)
• Go の AWS Lambda 関数エラー (p. 452)
• AWS Lambda での Go コードの作成 (p. 456)
• 環境変数の使用 (p. 460)
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Go の AWS Lambda 関数ハンドラー
Lambda 関数ハンドラーとは、イベントを処理する関数コード内のメソッドです。関数が呼び出される
と、Lambda はハンドラーメソッドを実行します。ハンドラーによってレスポンスが終了するか、レスポ
ンスが返ったら、別のイベントを処理できるようになります。
Go で書き込まれた Lambda 関数は、Go 実行可能ファイルとして作成されます。Lambda 関数コードで
は、Go の Lambda プログラミングモデルを実装する github.com/aws/aws-lambda-go/lambda パッケージ
を含める必要があります。加えて、ハンドラー関数および main() 関数の実装が必要となります。
package main
import (

)

"fmt"
"context"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"

type MyEvent struct {
Name string `json:"name"`
}
func HandleRequest(ctx context.Context, name MyEvent) (string, error) {
return fmt.Sprintf("Hello %s!", name.Name ), nil
}
func main() {
lambda.Start(HandleRequest)
}

次の点に注意してください。
• package main: Go では、func main() を含むパッケージは常に main と名付けられることが必要で
す。
• インポート: これを使用して、Lambda 関数に必要なライブラリを含めます。この場合、次のものが含ま
れます。
• コンテキスト: Go の AWS Lambda context オブジェクト (p. 437).
• fmt: 関数の戻り値の書式に使用される Go フォーマット オブジェクト。
• github.com/aws/aws-lambda-go/lambda: 前に説明した Go 用の Lambda プログラミングモデルを実装
します。
• func HandleRequest(ctx context.Context, name MyEvent) (文字列、エラー): Lambda のハンドラー署名
で、実行されるコードが含まれています。また、次に示すパラメータも含まれます。
• ctx context.Context: Lambda 関数呼び出しへのランタイム情報を提供します。ctx は、Go の AWS
Lambda context オブジェクト (p. 437) を介して利用できる情報を活用する宣言を行う変数です。
• name MyEvent: 値が name ステートメントに返される return の変数名の入力タイプです。
• string, error: 成功の文字列と標準 エラー情報という 2 つの値を返します。カスタムエラー処理の詳細
については、「Go の AWS Lambda 関数エラー (p. 452)」を参照してください。
• return fmt.Sprintf(Hello%s!, name), nil: フォーマットされた「こんにちは」の挨拶を入力イベントと
して指定した名前で単純に返します。nil は、エラーがなく、関数が正常に実行されたことを示しま
す。
• func main(): Lambda 関数コードが実行されるエントリポイント。これは必須です。
func main(){} コードの括弧内に lambda.Start(HandleRequest) を追加すると、Lambda 関数
が実行されます。Go 言語スタンダードごとに、開いたかっこ内で { を main 関数署名の最後に直接置
く必要があります。
433

AWS Lambda デベロッパーガイド
構造化されたタイプを使用した Lambda 関数ハンドラー

構造化されたタイプを使用した Lambda 関数ハンド
ラー
上記の例では、入力タイプは単純な文字列でした。ただし、構造化されたイベントを関数ハンドラーに渡
すこともできます。
package main
import (
)

"fmt"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"

type MyEvent struct {
Name string `json:"What is your name?"`
Age int
`json:"How old are you?"`
}
type MyResponse struct {
Message string `json:"Answer:"`
}
func HandleLambdaEvent(event MyEvent) (MyResponse, error) {
return MyResponse{Message: fmt.Sprintf("%s is %d years old!", event.Name,
event.Age)}, nil
}
func main() {
lambda.Start(HandleLambdaEvent)
}

リクエストは次のようになります。

# request
{
"What is your name?": "Jim",
"How old are you?": 33
}

また、レスポンスは次のようになります。

# response
{
"Answer": "Jim is 33 years old!"
}

エクスポートするには、イベント構造体のフィールド名が大文字である必要があります。AWS イベント
ソースでイベントを処理するための詳細は、「aws-lambda-go/events」を参照してください。

有効なハンドラー署名
Go で Lambda 関数ハンドラーを構築するには複数の方法がありますが、次のルールに従う必要がありま
す。
• ハンドラーは関数である必要があります。
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• ハンドラーは 0 から 2 までの引数を取る場合があります。2 つの引数がある場合は、最初の引数が
context.Context を実装する必要があります。
• ハンドラーは 0 から 2 までの引数を返す場合があります。単一の戻り値がある場合は、この値が
error を実装する必要があります。2 つの戻り値がある場合には、2 番目の値が error を実装して
いる必要があります。実装エラーの処理情報に関する詳細については、「Go の AWS Lambda 関数エ
ラー (p. 452)」を参照してください。
次のリストは、有効なハンドラー署名の一覧です。 TIn と TOut は、 encoding/json 標準ライブラリと互
換性のあるタイプを表しています。詳細については、「func アンマーシャリング」でこれらのタイプが逆
シリアル化する方法を参照してください。
•
•
•
•
•
•
•
•

func ()
func () error
func (TIn) error
func () (TOut, error)
func (context.Context) error
func (context.Context, TIn) error
func (context.Context) (TOut, error)
func (context.Context, TIn) (TOut, error)

グローバルな状態を使用する
Lambda 関数のハンドラーコードとは別のグローバルな変数を宣言して変更することができます。さら
に、ハンドラーがロードされている場合に実行される init 関数をハンドラーが宣言することがありま
す。これは、AWS Lambda でも標準の Go プログラムと同じように作動します。Lambda 関数の単一のイ
ンスタンスが、同時に複数のイベントを処理することはありません。
package main
import (

)

"log"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
"github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
"github.com/aws/aws-sdk-go/service/s3"
"github.com/aws/aws-sdk-go/aws"

var invokeCount = 0
var myObjects []*s3.Object
func init() {
svc := s3.New(session.New())
input := &s3.ListObjectsV2Input{
Bucket: aws.String("examplebucket"),
}
result, _ := svc.ListObjectsV2(input)
myObjects = result.Contents
}
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func LambdaHandler() (int, error) {
invokeCount = invokeCount + 1
log.Print(myObjects)
return invokeCount, nil
}
func main() {
lambda.Start(LambdaHandler)
}
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Go の AWS Lambda context オブジェクト
Lambda で関数が実行されると、コンテキストオブジェクトがハンドラー (p. 433)に渡されます。このオ
ブジェクトは、呼び出し、関数、および実行関数に関する情報を含むメソッドおよびプロパティを提供し
ます。
Lambda コンテキストライブラリは、次のグローバル変数、メソッド、およびプロパティを提供します。

グローバル変数
• FunctionName － Lambda 関数の名前。
• FunctionVersion － 関数のバージョン (p. 179)。
• MemoryLimitInMB － 関数に割り当てられたメモリの量。
• LogGroupName － 関数のロググループ。
• LogStreamName — 関数インスタンスのログストリーム。

context メソッド
• Deadline — 実行がタイムアウトした日付 (Unix 時間のミリ秒単位) を返します。

context プロパティ
• InvokedFunctionArn － 関数を呼び出すために使用される Amazon リソースネーム (ARN)。呼び出
し元でバージョン番号またはエイリアスが指定されているかどうかを示します。
• AwsRequestID － 呼び出しリクエストの ID。
• Identity — (モバイルアプリケーション) リクエストを認可した Amazon Cognito ID に関する情報。
• ClientContext — (モバイルアプリケーション) クライアントアプリケーションが Lambda に提供した
クライアントコンテキスト。

context の呼び出し情報へのアクセス
Lambda 関数は、環境と呼び出しリクエストに関するメタデータにアクセスできます。これには、パッ
ケージのコンテキストでアクセスできます。ハンドラーにはパラメータとして context.Context が
含まれている必要があり、Lambda は関数に関する情報をコンテキストの Value プロパティに挿入しま
す。lambdacontextのコンテキストにアクセスするために、context.Context ライブラリをインポー
トする必要があることに注意してください。
package main
import (

)

"context"
"log"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambdacontext"

func CognitoHandler(ctx context.Context) {
lc, _ := lambdacontext.FromContext(ctx)
log.Print(lc.Identity.CognitoIdentityPoolID)
}
func main() {
lambda.Start(CognitoHandler)
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}

上記の例では、lc はコンテキストオブジェクトがキャプチャした情報を消費するために使用される変数
であり、log.Print(lc.Identity.CognitoIdentityPoolID) はその情報を印刷します (この場合は
CognitoIdentityPoolID)。
以下の例では、コンテキストオブジェクトを使用して、Lambda 関数の完了にかかる時間をモニタリング
する方法を紹介しています。これによって、予期されるパフォーマンスを分析し、必要な場合には関数
コードを調整します。
package main
import (

)

"context"
"log"
"time"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"

func LongRunningHandler(ctx context.Context) (string, error) {
deadline, _ := ctx.Deadline()
deadline = deadline.Add(-100 * time.Millisecond)
timeoutChannel := time.After(time.Until(deadline))
for {
select {
case <- timeoutChannel:
return "Finished before timing out.", nil
default:

}

}

}

log.Print("hello!")
time.Sleep(50 * time.Millisecond)

func main() {
lambda.Start(LongRunningHandler)
}
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.zip ファイルアーカイブを使用して Go Lambda 関
数をデプロイする
AWS Lambda 関数のコードは、スクリプトまたはコンパイルされたプログラム、さらにそれらの依存関
係で構成されます。デプロイパッケージを使用して、Lambda に関数コードをデプロイします。Lambda
は、コンテナイメージと .zip ファイルアーカイブの 2 種類のデプロイパッケージをサポートしています。
このページでは、Go ランタイムのデプロイパッケージとして .zip ファイルを作成し、AWS Lambda
(AWS Command Line Interface) を使用して関数コードを AWS CLI にデプロイするために .zip ファイルを
使用する方法について説明します。
セクション
• 前提条件 (p. 439)
• ツールとライブラリ (p. 439)
• サンプルアプリケーション (p. 439)
• macOS および Linux での .zip ファイルの作成 (p. 440)
• Windows での .zip ファイルの作成 (p. 440)
• 提供される.al2 ランタイムを使用して Go をビルドする (p. 441)

前提条件
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定

ツールとライブラリ
Lambda は、Go ランタイム用の次のツールとライブラリを提供します。

Go 用のツールとライブラリ
• AWS SDK for Go: Go プログラミング言語用の公式の AWS SDK。
• github.com/aws/aws-lambda-go/lambda: Go 用の Lambda プログラミングモデルの実装。このパッケー
ジは、ハンドラー (p. 433)を呼び出すために AWS Lambda で使用されます。
• github.com/aws/aws-lambda-go/lambdacontext: コンテキストオブジェクト (p. 437)からコンテキスト情
報にアクセスするためのヘルパー。
• github.com/aws/aws-lambda-go/events: このライブラリは一般的なイベントソース統合のタイプの定義
を提供します。
• github.com/aws/aws-lambda-go/cmd/build-lambda-zip: このツールは、Windows で .zip ファイルアーカ
イブを作成するために使用することができます。
詳細については、GitHub の「aws-lambda-go」をご参照ください。

サンプルアプリケーション
Lambda は、Go ランタイム用の次のサンプルアプリケーションを提供します。
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Go のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-go － Lambda の の Go ライブラリ、ログ記録、環境変数、AWS SDK の使用を示す Go 関数。

macOS および Linux での .zip ファイルの作成
次の手順は、go get を使用して GitHub から lambda ライブラリをダウンロードし、go build を使用して
実行可能ファイルをコンパイルするためのものです。
1.

GitHub から lambda ライブラリをダウンロードします。
go get github.com/aws/aws-lambda-go/lambda

2.

実行可能ファイルをコンパイルします。
GOOS=linux go build main.go

GOOS を linux に設定すると、非 Linux 環境でコンパイルする場合でも、コンパイルされた実行可能
ファイルと Go ランタイム (p. 84)との互換性を確保できます。
3.

(オプション) main パッケージが複数のファイルで構成されている場合は、次の go build コマンドを
使用してパッケージをコンパイルします。
GOOS=linux go build main

4.

(オプション) Linux では、CGO_ENABLED=0 set を使用してパッケージをコンパイルする必要がある場
合があります。
GOOS=linux CGO_ENABLED=0 go build main.go

このコマンドは、標準の C ライブラリ (libc) バージョン用の安定したバイナリパッケージを作成し
ます。このパッケージは、Lambda と他のデバイスでは異なる場合があります。
5.

Lambda は POSIX ファイルアクセス許可を使用するため、.zip ファイルのアーカイブを作成する前
に、デプロイパッケージフォルダのアクセス許可を設定する必要がある場合があります。

6.

実行可能ファイルを .zip ファイルにパッケージ化して、デプロイパッケージを作成します。
zip function.zip main

7.

update-function-code コマンドを使用して、Lambda 関数にパッケージをアップロードするに
は。
aws lambda update-function-code --function-name my-function --zip-file
fileb://function.zip

Windows での .zip ファイルの作成
次の手順は、go get を使用して GitHub から Windows 用の build-lambda-zip ツールをダウンロード
し、go build を使用して実行可能ファイルをコンパイルするためのものです。

Note
上記を実行していない場合には、git をインストールした上で、お使いの Windows の git 環境変
数に %PATH% の実行可能ファイルを追加します。
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1.

build-lambda-zip ツールを GitHub からダウンロードします。
go.exe get -u github.com/aws/aws-lambda-go/cmd/build-lambda-zip

2.

GOPATH のツールを使用して、.zip ファイルを作成します。Go のデフォルトのインストールがある場
合、このツールは通常 %USERPROFILE%\Go\bin に置かれています。それ以外の場合は、Go ランタ
イムをインストールした場所に移動し、次のいずれかの操作を行います。
cmd.exe
cmd.exe で次を実行します。
set GOOS=linux
go build -o main main.go
%USERPROFILE%\Go\bin\build-lambda-zip.exe -output main.zip main

PowerShell
PowerShell で次を実行します。
$env:GOOS = "linux"
$env:CGO_ENABLED = "0"
$env:GOARCH = "amd64"
go build -o main main.go
~\Go\Bin\build-lambda-zip.exe -output main.zip main

3.

update-function-code コマンドを使用して、Lambda 関数にパッケージをアップロードするに
は。
aws lambda update-function-code --function-name my-function --zip-file fileb://main.zip

提供される.al2 ランタイムを使用して Go をビルドす
る
Go は、他のネイティブランタイムとは異なる方法で実装されています。Lambda では Go がカスタムラ
ンタイムとして扱われるので、提供された .al2 ランタイム上に Go 関数を作成することが可能です。AWS
SAM のビルドコマンドにより、.zip ファイルパッケージをビルドできます。

AL2 関数用に Go をビルドするための AWS SAM の使用
1.

提供された .al2 ランタイムを使用するように AWS SAM テンプレートを更新します。また、makefile
に BuildMethod を設定します。
Resources:
HelloWorldFunction:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
CodeUri: hello-world/
Handler: my.bootstrap.file
Runtime: provided.al2
Architectures: [arm64]
Metadata:
BuildMethod: makefile
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x86_64 命令セットアーキテクチャ用のパッケージを構築するために、Architectures プロパティを
削除します。
2.

以下の内容の makefile ファイルを、プロジェクトフォルダーに追加します。
GOOS=linux go build -o bootstrap
cp ./bootstrap $(ARTIFACTS_DIR)/.

アプリケーションのサンプルは、Go on AL2 をダウンロードしてください。readme ファイルには、アプ
リケーションをビルドして実行する際の手順が記載されています。ブログ記事、「Migrating AWS Lambda
functions to Amazon Linux 2」(AWS Lambda 関数の Amazon Linux 2 への移行) も参考になります。
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コンテナイメージを使用して Go Lambda 関数をデ
プロイする
Lambda 関数のコードは、コンテナイメージ (p. 148)としてデプロイできます。AWS は、Go 関数のコン
テナイメージのビルドに役立つ、次のようなリソースを提供しています。
• Lambda の AWS ベースイメージ
これらのベースイメージには、Lambda でイメージを実行するために必要な言語ランタイムおよびその
他のコンポーネントがプリロードされています。AWS は、コンテナイメージの構築に役立つ各ベースイ
メージの Dockerfile を提供します。
• オープンソースのランタイムインターフェイスクライアント (RIC)
コミュニティベースイメージまたはプライベートエンタープライズベースイメージを使用する場合
は、ランタイムインターフェイスクライアント (p. 150)をベースイメージに追加して、Lambda と互換
性を持たせる必要があります。
• オープンソースのランタイムインターフェイスエミュレータ (RIE)
Lambda は、関数をローカルでテストするためのランタイムインターフェイスエミュレータを提供しま
す。Lambda の ベースイメージとカスタムランタイムのベースイメージには、RIE が含まれます。その
他のベースイメージでは、イメージをローカルでテストする (p. 151)ための RIE をダウンロードできま
す。
コンテナイメージとして定義された関数のワークフローには、次のステップが含まれます。
1. このトピックにリストされているリソースを使ってコンテナイメージを構築します。
2. イメージを Amazon ECR コンテナレジストリ (p. 159)にアップロードします。
3. Lambda 関数を作成 (p. 142)するか、または関数コードを更新 (p. 145)して、イメージを既存の関数にデ
プロイします。
トピック
• AWSGo 用の ベースイメージ (p. 443)
• Go 用ランタイムインターフェイスクライアント (p. 444)
• Go:1.x ベースイメージの使用 (p. 444)
• provided.al2 ベースイメージから Go イメージを作成する (p. 444)
• 代替ベースイメージから Go イメージを作成する (p. 445)
• コンテナイメージのデプロイ (p. 446)

AWSGo 用の ベースイメージ
AWS では、次のような Go に使用できるベースイメージを提供しています。
タグ

ランタイム

オペレーティ
ングシステム

Dockerfile

1

Go 1.x

Amazon
Linux

GitHub 上の Go 1.x 用の
Dockerfile

Amazon ECR リポジトリ: gallery.ecr.aws/lambda/go

443

廃止
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Go 用ランタイムインターフェイスクライアント
AWS では、Go 用として、個別のランタイムインターフェイスクライアントは提供していません。awslambda-go/lambda パッケージには、ランタイムインターフェイスの実装が含まれています。

Go:1.x ベースイメージの使用
Go:1.x ベースイメージの使用方法については、Amazon ECR リポジトリの「Go 用の Lambda ベースイ
メージ」の [使用] タブを選択します。

provided.al2 ベースイメージから Go イメージを
作成する
Amazon Linux 2 で実行される Go のコンテナイメージを作成するには、provided.al2 ベースイメージ
を使用します。このベースイメージの詳細については、Amazon ECR Public Gallery の「provided」を参照
してください。
aws-lambda-go/lambda パッケージを Go ハンドラーにインクルードします。このパッケージに
より、ランタイムインターフェイスクライアントを含む、Go のプログラミングモデルが実装されま
す。provided.al2 ベースイメージには、ランタイムインターフェイスエミュレータも含まれています。

provided.al2 ベースイメージを使用しながら、Go 関数をビルドしデプロイします。
ここまでの最初の 3 つのステップは、関数のデプロイに .zip ファイルアーカイブを使用する場合と、コン
テナイメージを使用する場合に共通です。
1.
2.

ローカルマシンで、新しい関数のプロジェクトディレクトリを作成します。
プロジェクトフォルダから次のコマンドを実行して、必要な Lambda Go ライブラリをインストール
します。
go get github.com/aws/aws-lambda-go

Lambda Go ライブラリの詳細については、「Go による Lambda 関数のビルド (p. 431)」を参照して
ください。
3.
4.

aws-lambda-go/lambda パッケージをインクルードしながら、Go ハンドラーコード (p. 433)を作成
します。
テキストエディタを使用して、プロジェクトディレクトリに Dockerfile を作成します。次に、AWS
provided.al2 ベースイメージを使用した Dockerfile の例を示します。
FROM public.ecr.aws/lambda/provided:al2 as build
# install compiler
RUN yum install -y golang
RUN go env -w GOPROXY=direct
# cache dependencies
ADD go.mod go.sum ./
RUN go mod download
# build
ADD . .
RUN go build -o /main
# copy artifacts to a clean image
FROM public.ecr.aws/lambda/provided:al2
COPY --from=build /main /main
ENTRYPOINT [ "/main" ]

5.

docker build コマンドを使用して Docker イメージをビルドします。イメージの名前を入力しま
す。次の例では、イメージに hello-world という名前を付けています。
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docker build -t hello-world .

6.

Amazon ECR レジストリに対し、Docker CLI を認証します。
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --passwordstdin 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

7.

リポジトリ名と一致するタグをイメージに付け、docker push コマンドを使用してそのイメージを
Amazon ECR にデプロイします。
docker tag hello-world:latest 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/helloworld:latest
docker push 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest

これで、Amazon ECR コンテナイメージがコンテナレジストリに格納されたので、Lambda 関数を作
成 (p. 140)してイメージをデプロイできます。

代替ベースイメージから Go イメージを作成する
代替のベースイメージからも、Go 用のコンテナイメージを構築できます。次の Dockerfile の例では、ベー
スイメージとして alpine を使用しています。
FROM alpine as build
# install build tools
RUN apk add go git
RUN go env -w GOPROXY=direct
# cache dependencies
ADD go.mod go.sum ./
RUN go mod download
# build
ADD . .
RUN go build -o /main
# copy artifacts to a clean image
FROM alpine
COPY --from=build /main /main
ENTRYPOINT [ "/main" ]

手順は、provided.al2 のベースイメージの説明と同じですが、もう 1 つの考慮事項があります。イメー
ジに RIE を追加する場合には、docker build コマンドを実行する前に、次に示すような追加手順を実
行する必要があります。RIE を使用してイメージをローカルにテストする方法の詳細については、「the
section called “イメージのテスト” (p. 151)」を参照してください。

イメージに RIE を追加するには、
1.

Dockerfile で、ENTRYPOINT 命令を次の内容に置き換えます。
# (Optional) Add Lambda Runtime Interface Emulator and use a script in the ENTRYPOINT
for simpler local runs
ADD https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/
download/aws-lambda-rie /usr/bin/aws-lambda-rie
RUN chmod 755 /usr/bin/aws-lambda-rie
COPY entry.sh /
RUN chmod 755 /entry.sh
ENTRYPOINT [ "/entry.sh" ]

2.

テキストエディタを使用して、プロジェクトディレクトリに entry.sh という名前で、次の内容の
ファイルを作成します。
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#!/bin/sh
if [ -z "${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}" ]; then
exec /usr/bin/aws-lambda-rie "$@"
else
exec "$@"
fi

イメージに RIE を追加する必要がない場合は、RIE なしでもローカルでテストできます。

イメージに RIE を追加せずにローカルでテストするには、
1.

プロジェクトディレクトリから次のコマンドを実行して、GitHub から RIE をダウンロードし、ローカ
ルマシンにインストールします。
mkdir -p ~/.aws-lambda-rie && curl -Lo ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie \
https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/
aws-lambda-rie \
&& chmod +x ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie

2.

docker run コマンドを使用して、Lambda イメージの関数を実行します。次の例では、/main が関
数のエントリポイントへのパスとなっています。
docker run -d -v ~/.aws-lambda-rie:/aws-lambda --entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie
-p 9000:8080 myfunction:latest /main

このコマンドはイメージをコンテナとして実行し、ローカルの localhost:9000/2015-03-31/
functions/function/invocations でエンドポイントを起動します。
3.

curl コマンドを使用して、次のエンドポイントにイベントをポストします。
curl -XPOST "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'

このコマンドは、コンテナイメージで実行されている 関数を呼び出し、応答を返します。
これで、Amazon ECR コンテナイメージがコンテナレジストリに格納されたので、Lambda 関数を作
成 (p. 140)してイメージをデプロイできます。

コンテナイメージのデプロイ
新しい関数の場合、関数を作成する (p. 142)際に Go イメージをデプロイします。既存の関数では、コンテ
ナーイメージを再ビルドする場合は、関数コードの更新 (p. 145)を行うことでイメージを再度デプロイす
る必要があります。
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Go の AWS Lambda 関数ログ作成
AWS Lambda は、ユーザーに代わって Lambda 関数を自動的にモニタリングしAmazon CloudWatch に関
数メトリクスを送信します。Lambda 関数には、関数のインスタンスごとに CloudWatch Logs ロググルー
プとログストリームが用意されています。Lambda ランタイム環境は、各呼び出しの詳細をログストリー
ムに送信し、関数のコードからのログやその他の出力を中継します。
このページでは、AWS Command Line Interface、Lambda コンソール、または CloudWatch コンソールを
使用して、Lambda 関数のコードからログ出力を生成する方法、またはアクセスログを生成する方法につ
いて説明します。
セクション
• ログを返す関数の作成 (p. 447)
• Lambda コンソールの使用 (p. 448)
• CloudWatch コンソールの使用 (p. 448)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 448)
• ログの削除 (p. 451)

ログを返す関数の作成
関数コードからログを出力するには、fmt パッケージのメソッドか、stdout または stderr に書き込む
任意のログ記録のライブラリを使用します。以下の例では、ログパッケージを使用しています。

Example main.go － ログ記録
func handleRequest(ctx context.Context, event events.SQSEvent) (string, error) {
// event
eventJson, _ := json.MarshalIndent(event, "", " ")
log.Printf("EVENT: %s", eventJson)
// environment variables
log.Printf("REGION: %s", os.Getenv("AWS_REGION"))
log.Println("ALL ENV VARS:")
for _, element := range os.Environ() {
log.Println(element)
}

Example ログの形式
START RequestId: dbda340c-xmpl-4031-8810-11bb609b4c71 Version: $LATEST
2020/03/27 03:40:05 EVENT: {
"Records": [
{
"messageId": "19dd0b57-b21e-4ac1-bd88-01bbb068cb78",
"receiptHandle": "MessageReceiptHandle",
"body": "Hello from SQS!",
"md5OfBody": "7b27xmplb47ff90a553787216d55d91d",
"md5OfMessageAttributes": "",
"attributes": {
"ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1523232000001",
"ApproximateReceiveCount": "1",
"SenderId": "123456789012",
"SentTimestamp": "1523232000000"
},
...
2020/03/27 03:40:05 AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME=2020/03/27/
[$LATEST]569cxmplc3c34c7489e6a97ad08b4419
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2020/03/27 03:40:05 AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME=blank-go-function-9DV3XMPL6XBC
2020/03/27 03:40:05 AWS_LAMBDA_FUNCTION_MEMORY_SIZE=128
2020/03/27 03:40:05 AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION=$LATEST
2020/03/27 03:40:05 AWS_EXECUTION_ENV=AWS_Lambda_go1.x
END RequestId: dbda340c-xmpl-4031-8810-11bb609b4c71
REPORT RequestId: dbda340c-xmpl-4031-8810-11bb609b4c71 Duration: 38.66 ms Billed Duration:
39 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 54 MB Init Duration: 203.69 ms
XRAY TraceId: 1-5e7d7595-212fxmpl9ee07c4884191322 SegmentId: 42ffxmpl0645f474 Sampled: true

Go ランタイムは、呼び出しごとに START、END、および REPORT の各行を記録します。レポート行に
は、次の詳細が示されます。

レポートログ
• RequestId － 呼び出しの一意のリクエスト ID。
• 所要時間 － 関数のハンドラーメソッドがイベントの処理に費やした時間。
• 課金期間 － 呼び出しの課金対象の時間。
• メモリサイズ － 関数に割り当てられたメモリの量。
• 使用中の最大メモリ － 関数によって使用されているメモリの量。
• 初期所要時間 － 最初に処理されたリクエストについて、ハンドラーメソッド外で関数をロードしてコー
ドを実行するためにランタイムにかかった時間。
• XRAY TraceId － トレースされたリクエストの場合、AWS X-Ray のトレース ID (p. 731)。
• SegmentId － トレースされたリクエストの場合、X-Ray のセグメント ID。
• Sampled - トレースされたリクエストの場合、サンプリング結果。

Lambda コンソールの使用
Lambda コンソールを使用して、Lambda 関数を呼び出した後のログ出力を表示できます。詳細について
は、「AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs へのアクセス (p. 747)」を参照してください。

CloudWatch コンソールの使用
Amazon CloudWatch コンソールを使用して、すべての Lambda 関数呼び出しのログを表示できます。

CloudWatch コンソールでログを表示するには
1.

CloudWatch コンソールの [Log groups (ロググループ)] ページを開きます。

2.

機能のロググループを選択します( /aws/lambda/###)

3.

ログストリームを選択します

各ログストリームは、関数のインスタンス (p. 103)に相当します。ログストリームは、Lambda 関数を更
新したとき、および複数の同時呼び出しを処理するために追加のインスタンスが作成されたときに表示さ
れます。特定の呼び出しのログを検索するために、AWS X-Ray を使って関数をインストルメント化するこ
とをお勧めします。 X-Ray は、リクエストとログストリームの詳細をトレースに記録します。
ログとトレースを X-Ray に関連付けるサンプルアプリケーションを使用するには、AWS Lambda の Error
Processor サンプルアプリケーション (p. 829) を参照してください。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
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• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI を使用して、--log-type コマンドオプションを使用して、呼び出しのログを取得できます。
レスポンスには、LogResultフィールドが含まれ、このフィールドには、呼び出しから base64 コードさ
れた最大 4 KB のログが含まれます。

Example ログ ID を取得します
次の例は、LogResultという名前の関数のmy-functionフィールドからログ ID を取得する方法を示し
ています。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail

次のような出力が表示されます。
{

"StatusCode": 200,
"LogResult":
"U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

}

Example ログをデコードします
同じコマンドプロンプトで、base64 ユーティリティを使用してログをデコードします。次の例は、myfunctionの base64 でエンコードされたログを取得する方法を示しています 。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text | base64 -d

次のような出力が表示されます。
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5caf5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Duration: 79.67 ms
Billed
Duration: 80 ms
Memory Size: 128 MB
Max Memory Used: 73 MB

base64このユーティリティは、Linux、macOS、および Windows の Ubuntu で使用できます。macOS
ユーザーは、base64 -Dを使用する必要があります 。

Example get-logs.sh スクリプト
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを使用して、最後の 5 つのログイベントをダウンロードしま
す。このスクリプトはsedを使用して出力ファイルから引用符を削除し、ログが使用可能になるまで15秒
待機します。この出力には Lambda からのレスポンスと、get-log-events コマンドからの出力が含ま
れます。
次のコードサンプルの内容をコピーし、Lambdaプロジェクトディレクトリにget-logs.shとして保存し
ます。
AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
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#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out -payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-name stream1
--limit 5

Example macOS および Linux(専用)
同じコマンドプロンプトで、macOS と Linux ユーザーが次のコマンドを実行して、スクリプトが実行可能
であることを確認する必要があります。
chmod -R 755 get-logs.sh

Example 最後の 5 つのログイベントを取得します
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを実行して、最後の 5 つのログイベントを取得します。
./get-logs.sh

次のような出力が表示されます。
{
}
{

"StatusCode": 200,
"ExecutedVersion": "$LATEST"

"events": [
{
"timestamp": 1559763003171,
"message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
$LATEST\n",
"ingestionTime": 1559763003309
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",\r ...",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r \"key\": \"value\"\r}\n",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003218,
"message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003218,
"message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\tDuration:
26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75 MB\t\n",
"ingestionTime": 1559763018353
}
],
"nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
"nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
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}

ログの削除
関数を削除しても、ロググループは自動的には削除されません。ログが無期限に保存されないようにする
には、ロググループを削除するか、ログが自動的に削除されるまでの保存期間を設定します。
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Go の AWS Lambda 関数エラー
コードが原因でエラーが発生すると、Lambda によって、エラーの JSON 表現が生成されます。このエ
ラードキュメントは、呼び出しログ (同期呼び出しの場合は出力) で確認できます。
このページでは、Lambda コンソールおよび AWS CLI を使用して、Go ランタイムの Lambda 関数呼び出
しエラーを表示する方法について説明します。
セクション
• 例外を返す関数の作成 (p. 452)
• 仕組み (p. 452)
• Lambda コンソールの使用 (p. 453)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 453)
• 他の AWS サービスでのエラー処理 (p. 454)
• 次のステップ (p. 455)

例外を返す関数の作成
次のコード例は、Lambda 関数から直接例外を発生させ、それを直接処理するカスタムエラー処理を示し
ています。Go のカスタムエラーには、errors モジュールをインポートする必要があることに注意してく
ださい。
package main
import (
)

"errors"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"

func OnlyErrors() error {
return errors.New("something went wrong!")
}
func main() {
lambda.Start(OnlyErrors)
}

以下が返ります。
{
}

"errorMessage": "something went wrong!",
"errorType": "errorString"

仕組み
Lambda 関数を呼び出すと、Lambda は呼び出しリクエストを受け取り、実行ロールのアクセス許可を検
証し、イベントドキュメントが有効な JSON ドキュメントであることを確認し、パラメータ値をチェック
します。
リクエストが検証に合格した場合、Lambda は関数インスタンスにリクエストを送信します。Lambda ラ
ンタイム (p. 84)環境は、イベントドキュメントをオブジェクトに変換して、関数ハンドラーに渡します。
Lambda がエラーを検出した場合、例外のタイプ、メッセージ、およびエラーの原因を示す HTTP ステー
タスコードを返します。Lambda 関数を呼び出したクライアントまたはサービスは、エラーを処理する
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か、エラーをエンドユーザーに渡すことができます。正しいエラー処理動作は、アプリケーションの種
類、対象ユーザー、エラーの原因によって異なります。
次の一覧は、Lambda から受信できるステータスコードの範囲を示したものです。
2xx
応答に X-Amz-Function-Error ヘッダーのある 2xx 番台のエラーは、Lambda ランタイムまたは
関数エラーを示します。2xx シリーズステータスコードは、Lambda がリクエストを受け入れたこと
を示しますが、エラーコードの代わりに、Lambda は、レスポンスに X-Amz-Function-Error ヘッ
ダーを含めることでエラーを示します。
4xx
4xx一連のエラーは、呼び出し元のクライアントまたはサービスが、要求を変更したり、許可を要
求したり、要求を再試行したりすることによって修正できるエラーを示します。4xx以外の一連のエ
ラーは、429 通常、リクエストのエラーを示します。
5xx
5xx シリーズエラーは、Lambda の問題、または関数の構成やリソースの問題を示します。5xx シ
リーズエラーは、ユーザーの操作なしで解決できる一時的な状態を示す場合があります。これらの問
題は、呼び出し側のクライアントやサービスでは対処できませんが、Lambda 関数の所有者によって
問題を解決できる場合があります。
呼び出しエラーの詳細な一覧については、「InvokeFunction エラー (p. 1030)」を参照してください。

Lambda コンソールの使用
テストイベントを設定し、出力を表示することで、Lambda コンソールで関数を呼び出すことができま
す。出力は関数の実行ログにも記録され、トレース (p. 731)が有効になっている場合は AWS X-Ray にも
記録されます。

Lambda コンソールで関数を呼び出すには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

テストする関数を選択し、[Test] (テスト) を選択します。

3.

[Test event] (テストイベント) で、[New event] (新しいイベント) を選択します。

4.

テンプレートを選択します。

5.

[Name] (名前) にテストの名前を入力します。テキスト入力ボックスに、JSON テストイベントを入力
します。

6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

7.

[Test] (テスト) を選択します。

Lambda コンソールで、関数が同期的 (p. 232)に呼び出され、結果が表示されます。レスポンス、ログ、
その他の情報を表示するには、[Details (詳細)] セクションを展開します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
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AWS CLI で Lambda 関数を呼び出すと、AWS CLI はレスポンスを 2 つのドキュメントに分割しま
す。AWS CLIのレスポンスがコマンドプロンプトに表示されます。エラーが発生した場合は、レスポンス
にはFunctionErrorフィールドが含まれます。関数によって返されたレスポンスまたはエラーは、出力
ファイルに書き込まれます。例えば、output.json、output.txt などです。
次の 読み出し コマンドの例は、関数を呼び出し、 呼び出し応答をoutput.txtファイルに書き込む方法
を示しています。
aws lambda invoke
\
--function-name my-function
\
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload '{"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"}' output.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
コマンドプロンプトにAWS CLIレスポンスが表示されるはずです:
{

}

"StatusCode": 200,
"FunctionError": "Unhandled",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

output.txtファイル内に関数呼び出しレスポンスが表示されるはずです。同じコマンドプロンプトで、
次のコマンドを使用してコマンドプロンプトに出力を表示することもできます。
cat output.txt

コマンドプロンプトに呼び出し応答が表示されます。

他の AWS サービスでのエラー処理
別の AWS のサービスが関数を呼び出すと、サービスは呼び出しの種類と再試行動作を選択します。AWS
のサービスは、スケジュールに従って、リソースのライフサイクルイベントに応答して、またはユーザー
からのリクエストを処理するために、関数を呼び出すことができます。サービスによっては、関数を非同
期に呼び出し、Lambda でエラーを処理する場合もあれば、再試行するか、ユーザーにエラーを返す場合
もあります。
例えば、API Gateway はすべての呼び出しエラーと関数エラーを内部エラーとして扱います。Lambda API
が呼び出しリクエストを拒否した場合、API Gateway は 500 エラーコードを返します。関数が実行され
てもエラーが返された場合、または誤った形式でレスポンスが返された場合、API Gateway は 502 エラー
コードを返します。エラーレスポンスをカスタマイズするには、コードでエラーをキャッチし、レスポン
スを必要な形式に加工する必要があります。
エラーの発生元とその原因を特定するには、AWS X-Ray を使用することをお勧めします。X-Ray を使用
すると、エラーが発生したコンポーネントを特定し、そのエラーの詳細を確認することができます。次の
例は、API Gateway から 502 応答が返された関数エラーを示しています。
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詳細については、「AWS Lambda での Go コードの作成 (p. 456)」を参照してください。

次のステップ
• Lambda 関数に関するログ記録イベントを the section called “ログ記録” (p. 447) ページに表示する方法
を学びます。
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AWS Lambda での Go コードの作成
Lambda アプリケーションのトレース、デバッグ、および最適化を行うために、Lambda は AWS X-Ray
と統合されています。X-Ray を使用すると、Lambda 関数や他の AWS のサービスが含まれるアプリケー
ション内で、リソースを横断するリクエストをトレースできます。
トレースされたデータを X-Ray に送信するには、以下の 2 つの SDK ライブラリのいずれかを使用しま
す。
• AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) – 安全で本番環境に対応し、AWS でサポートされている
OpenElemetry (OTel) SDK のディストリビューションです。
• AWS X-Ray SDK for Go – トレースデータを生成して X-Ray に送信するための SDK。
ADOT と X-Ray SDK を使用することで、テレメトリーデータを X-Ray サービスに送信できます。その
後、X-Ray を使用して、アプリケーションのパフォーマンスメトリクスの表示やフィルタリングを行い、
インサイトを取得することで、問題点や最適化のための手法を同定できます。

Important
ADOT は、Lambda 関数の計測用として推奨されている手法です。すべての新しいアプリケー
ションでは、ADOT を使用することをお勧めします。ただし、OpenTelemetry に備わる柔軟性が
原因で、Lambda 関数の呼び出し時に、コールドスタートのレイテンシーが増加する可能性があ
ります。低レイテンシーに対する最適化を行っており、テレメトリの相関関係やバックエンドの
送信先に関する動的な設定など、OpenTelemetry の高度な機能も必要としない場合は、ADOT の
AWS X-Ray SDK が便利です。
セクション
• Go 関数の計測に対する ADOT の使用 (p. 456)
• Go 関数の計測のための X-Ray SDK の使用 (p. 456)
• Lambda コンソールを使用したトレースの有効化 (p. 457)
• Lambda API でのトレースのアクティブ化 (p. 457)
• AWS CloudFormation によるトレースのアクティブ化 (p. 457)
• X-Ray トレースの解釈 (p. 458)

Go 関数の計測に対する ADOT の使用
ADOT はフルマネージド型の Lambda レイヤー (p. 14)を提供します。こにより、OTel SDK を使用して
テレメトリデータを収集するために必要なすべてがパッケージ化されます。このレイヤーを使用すると、
関数コードを変更する必要はなしで、Lambda 関数を計測できます。また、このレイヤーは、OTel での
カスタムな初期化を実行するように構成することもできます。詳細については、ADOT のドキュメントの
「Custom configuration for the ADOT Collector on Lambda」(Lambda 上での ADOT Collector のカスタム
設定) 参照してください。
Go ランタイムの場合は、AWS 管理の Lambda layer for ADOT Go を追加して、関数を自動的に計測
することが可能です。このレイヤーの追加方法については、ADOT のドキュメントの「AWS Distro for
OpenTelemetry Lambda Support for Go」(Go での OpenTelemetry による Lambda サポートのための
AWS Distro) を参照してください。

Go 関数の計測のための X-Ray SDK の使用
AWS X-Ray SDK for Go を使用して、Lambda 関数がアプリケーション内の他のリソースに対して行う
呼び出しの詳細を記録することもできます。SDK を取得するには、go get を使用して GitHub リポジト
リからダウンロードします。
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go get github.com/aws/aws-xray-sdk-go

AWS SDK クライアントを実装するには、クライアントを xray.AWS() メソッドに渡します。その後、こ
のメソッドの WithContext バージョンを使用することで、呼び出しをトレースできます。

svc := s3.New(session.New())
xray.AWS(svc.Client)
...
svc.ListBucketsWithContext(ctx aws.Context, input *ListBucketsInput)

正しい依存関係を追加し、必要なコード変更を行った後、Lambda コンソールまたはAPIを介して関数の設
定でトレースをアクティブにします。

Lambda コンソールを使用したトレースの有効化
コンソールを使用して Lambda 関数のアクティブなトレースを切り替えるには、次のステップに従いま
す。

トレースをアクティブにするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[Configuration] (設定) を選択してから、[Monitoring and operations tools] (モニタリングおよび運用
ツール) を選択します。

4.

[Edit] を選択します。

5.

[X-Ray] で、[Active tracing] (アクティブトレース) をオンに切り替えます。

6.

[Save] を選択します。

Lambda API でのトレースのアクティブ化
AWS CLI または AWS SDK で Lambda 関数のトレースを設定するには、次の API オペレーションを使用
します。
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• GetFunctionConfiguration (p. 1001)
• CreateFunction (p. 938)
以下の例の AWS CLI コマンドは、my-function という名前の関数に対するアクティブトレースを有効にし
ます。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active

トレースモードは、関数のバージョンを公開するときのバージョン固有の設定の一部です。公開後のバー
ジョンのトレースモードを変更することはできません。

AWS CloudFormation によるトレースのアクティブ化
AWS CloudFormation テンプレート内で AWS::Lambda::Function リソースに対するアクティブトレー
スを有効化するには、TracingConfig プロパティを使用します。
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Example function-inline.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
TracingConfig:
Mode: Active
...

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) AWS::Serverless::Function リソースに、Tracing
プロパティを使用します。

Example template.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Tracing: Active
...

X-Ray トレースの解釈
関数には、トレースデータを X-Ray にアップロードするためのアクセス許可が必要です。Lambda コン
ソールでトレースを有効にすると、Lambda は必要な権限を関数の [execution role] (p. 53) (実行ロール) に
追加します。それ以外の場合は、AWSXRayDaemonWriteAccess ポリシーを実行ロールに追加します。
アクティブトレースの設定後は、アプリケーションを通じて特定のリクエストの観測が行えるようになり
ます。[X-Ray service graph] (X-Rayサービスグラフ) には、アプリケーションとそのすべてのコンポーネン
トに関する情報が表示されます。エラープロセッサ (p. 829) のサンプルアプリケーションの次の例は、2
つの関数を持つアプリケーションを示しています。プライマリ関数はイベントを処理し、エラーを返す場
合があります。上位 2 番目の関数は、最初のロググループに表示されるエラーを処理し、AWS SDKを使
用してX-Ray、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、および Amazon CloudWatch Logs を呼び
出します。

X-Ray は、アプリケーションへのすべてのリクエストをトレースするわけではありません。X-Ray は、サ
ンプリングアルゴリズムを適用することで効率的なトレースを行い、同時に、すべてのリクエストについ
ての代表的なサンプルを示します。サンプルレートは 1 秒あたり 1 回のリクエストで、追加リクエストの
5％ です。

Note
関数の X-Ray サンプルレートは設定することはできません。
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アクティブトレースを使用する場合、Lambda はトレースごとに 2 つのセグメントを記録します。これに
より、サービスグラフに 2 つのノードが作成されます。次のイメージは、上記のエラープロセッサの例の
主要機能のこれら 2 つのノードを示しています。

左に示された 1 つめのノードは、呼び出しリクエストを受信する Lambda サービスを表しています。2 番
目のノードは、特定の Lambda 関数を表しています。次の例は、これら 2 つのセグメントを使用したト
レースを示しています。いずれも my-function と名付けられていますが、1 つは AWS::Lambda が起点が
あり、もう 1 つは AWS::Lambda::Function が起点があります。

この例では、関数セグメントを展開して、それの 3 つのサブセグメントが表示されています。
• 初期化 － 関数のロードと初期化コード (p. 22)の実行にかかった時間を表します。このサブセグメント
は、関数の各インスタンスが処理する最初のイベントに対してのみ表示されます。
• [Invocation] (呼び出し) - ハンドラーコードの実行に費やされた時間を表します。
• [Overhead] (オーバーヘッド) - Lambda ランタイムが次のイベントを処理するための準備に費やす時間
を表します。
HTTP クライアントをインストルメントし、SQL クエリを記録し、注釈とメタデータからカスタムサブセ
グメントを作成することもできます。詳細については、 「AWS X-Rayデベロッパーガイド」の「AWS XRay SDK for Go」を参照してください。

料金
X-Ray トレースは、毎月、AWS 無料利用枠で設定された一定限度まで無料で利用できます。XRay の利用がこの上限を超えた場合は、トレースによる保存と取得に対する料金が発生します。
詳細については、「AWS X-Ray 料金表」を参照してください。
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環境変数の使用
Go の環境変数 (p. 172)にアクセスするには、Getenv 関数を使用します。
次にこれを実行する方法を説明します。この関数は、印刷した結果をフォーマットする fmt パッケージと
環境変数にアクセスできる独立したプラットフォームシステムインターフェースである os パッケージを
インポートすることに注意してください。
package main
import (
"fmt"
"os"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)
func main() {
fmt.Printf("%s is %s. years old\n", os.Getenv("NAME"), os.Getenv("AGE"))
}

Lambda ランタイムによって設定される環境変数のリストについては、「定義されたランタイム環境変
数 (p. 175)」を参照してください。

460

AWS Lambda デベロッパーガイド

C# による Lambda 関数の構築
以下のセクションでは、Lambda 関数のコードを C# で記述する際に、一般的なプログラミングパターン
と主要概念がどのように適用されるかについて説明します。
AWS Lambda には、C# 関数用に以下のライブラリが用意されています。
• Amazon.Lambda.Core - このライブラリでは、静的 Lambda ロガー、シリアル化インターフェイス、コ
ンテキストオブジェクトが提供されています。Context オブジェクト (C# の AWS Lambda context オ
ブジェクト (p. 478)) は、Lambda 関数に関するランタイム情報を提供します。
• Amazon.Lambda.Serialization.Json – これは、Amazon.Lambda.Core のシリアル化インターフェイスの
実装です。
• Amazon.Lambda.Logging.AspNetCore – これは、ASP.NET からのログ記録のライブラリを提供しま
す。
• 次のものを含む複数の AWS のサービスのイベントオブジェクト (POCO):
• Amazon.Lambda.APIGatewayEvents
• Amazon.Lambda.CognitoEvents
• Amazon.Lambda.ConfigEvents
• Amazon.Lambda.DynamoDBEvents
• Amazon.Lambda.KinesisEvents
• Amazon.Lambda.S3Events
• Amazon.Lambda.SQSEvents
• Amazon.Lambda.SNSEvents
これらのパッケージは Nuget Packages で入手できます。

.NET
名前

識別子

オペレーティング
システム

アーキテクチャ

廃止

.NET Core 3.1

dotnetcore3.1

Amazon Linux 2

x86_64、arm64

2023 年 1 月 20 日

.NET 6

dotnet6

Amazon Linux 2

x86_64、arm64

.NET 5

dotnet5.0

Amazon Linux 2

x86_64

Note
.NET Core 2.1 のサポート情報の終了については、the section called “ランタイムの非推奨化に関
するポリシー” (p. 85) を参照してください。
ローカル環境でアプリケーション開発を開始するには、このガイドの GitHub リポジトリで利用可能なサ
ンプルアプリケーションの 1 つをデプロイします。

C# のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-csharp – Lambda の .NET ライブラリ、ログ記録、環境変数、AWS X-Ray トレース、単位テス
ト、AWS SDK の使用を示す C# 関数。
• ec2-spot - Amazon EC2 でスポットインスタンスリクエストを管理する関数。
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トピック
•
•
•
•
•

C# の Lambda 関数ハンドラー (p. 463)
.zip ファイルアーカイブを使用して C# Lambda 関数をデプロイする (p. 470)
コンテナイメージを使用して.NET の Lambda 関数をデプロイする (p. 476)
C# の AWS Lambda context オブジェクト (p. 478)
C# での Lambda 関数のログ記録 (p. 479)

• C# の AWS Lambda 関数エラー (p. 484)
• AWS Lambda での C# コードの作成 (p. 489)
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C# の Lambda 関数ハンドラー
Lambda 関数のハンドラーは、イベントを処理する関数コード内のメソッドです。関数が呼び出される
と、Lambda はハンドラーメソッドを実行します。ハンドラーによってレスポンスが終了するか、レスポ
ンスが返ったら、別のイベントを処理できるようになります。
Lambda 関数のハンドラーをクラスのインスタンスまたは静的メソッドとして定義します。Lambda コン
テキストオブジェクトにアクセスするために、タイプ ILambdaContext のメソッドパラメータを定義でき
ます。これを使用して、関数の名前、メモリ制限、残りの実行時間、ログ記録など、現在の呼び出しに関
する情報にアクセスできます。
returnType handler-name(inputType input, ILambdaContext context) {
...
}

構文では、以下の点に注意してください。
• inputType – 最初のハンドラーパラメータはハンドラーへの入力です。これは、(イベントソースが公
開する) イベントデータ、または文字列や任意のカスタムデータオブジェクトなど、指定したカスタム
入力にすることができます。
• returnType Lambda 関数を同期的に呼び出す (RequestResponse 呼び出しタイプを使用) 場合
は、サポートされているいずれかのデータ型を使用して関数の出力を返すことができます。例え
ば、Lambda 関数をモバイルアプリケーションのバックエンドとして使用する場合は、これを同期的に
呼び出しています。出力データ型は JSON にシリアル化されます。
Lambda 関数を非同期的に呼び出す場合 (Event 呼び出しタイプを使用)、returnType は void である
必要があります。例えば、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) や Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) などのイベントソースで Lambda を使用する場合、これらのイベントソースは
Event 呼び出しタイプを使用して Lambda 関数を呼び出します。
• ILambdaContext context － ハンドラー署名の 2 番目の引数はオプションです。これは、関数とリ
クエストに関する情報を持つコンテキストオブジェクト (p. 478)へのアクセスを提供します。

ストリームの処理
デフォルトでは、Lambda は入力パラメータとして System.IO.Stream タイプのみをサポートします。
たとえば、次の C# コードの例を考えてみます。
using System.IO;
namespace Example
{
public class Hello
{
public Stream MyHandler(Stream stream)
{
//function logic
}
}
}

C# コードの例では、最初のハンドラーパラメータはハンドラー (MyHandler) への入力です。これは、イ
ベントデータ (Amazon S3 などのイベントソースによって公開されたもの)、または Stream (この例のよ
うに) や任意のカスタムデータオブジェクトなど、指定したカスタム入力にすることができます。出力は
Stream 型となります。
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標準データ型の処理
次の他のタイプについては、すべてシリアライザーを指定する必要があります。
• .NET プリミティブ型 (文字列、整数など)
• コレクションとマップ – IList、IEnumerable、IList<T>、Array、IDictionary、IDictionary<TKey, TValue>
• POCO (Plain old CLR objects) 型
• 定義済みの AWS イベントタイプ
• 非同期呼び出しの場合、Lambda は戻り型を無視します。このような場合、戻り型を void に設定するこ
ともできます。
• .NET 非同期プログラミングを使用している場合、戻り型は Task および Task<T> 型で async お
よび await キーワードを使用できます。詳細については、「C# 関数の async と Lambda の併
用 (p. 468)」を参照してください。
関数の入力パラメータと出力パラメータがタイプ System.IO.Stream でない限り、それらをシリアル
化する必要があります。Lambda は、アプリケーションのアセンブリまたはメソッドレベルで適用でき
るデフォルトのシリアライザーを提供します。または、Amazon.Lambda.Core ライブラリが提供する
ILambdaSerializer インターフェイスを実装することで独自のシリアライザーを定義できます。詳細に
ついては、「.zip ファイルアーカイブを使用して C# Lambda 関数をデプロイする (p. 470)」を参照して
ください。
メソッドにデフォルトのシリアライザー属性を追加するには、最初に
Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson ファイルの .csproj に依存関係を追加します。
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
<PropertyGroup>
<TargetFramework>net6.0</TargetFramework>
<ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
<Nullable>enable</Nullable>
<GenerateRuntimeConfigurationFiles>true</GenerateRuntimeConfigurationFiles>
<AWSProjectType>Lambda</AWSProjectType>
<!-- Makes the build directory similar to a publish directory and helps the
AWS .NET Lambda Mock Test Tool find project dependencies. -->
<CopyLocalLockFileAssemblies>true</CopyLocalLockFileAssemblies>
<!-- Generate ready to run images during publishing to improve cold start time. -->
<PublishReadyToRun>true</PublishReadyToRun>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="Amazon.Lambda.Core" Version="2.1.0 " />
<PackageReference Include="Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson"
Version="2.2.0" />
</ItemGroup>
</Project>

以下の例では、あるメソッドでデフォルトの System.Text.Json シリアライザーを指定し、別のメソッドで
選択したものを指定することで、柔軟な利用が可能であることを示しています。
public class ProductService
{
[LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer))]
public Product DescribeProduct(DescribeProductRequest request)
{
return catalogService.DescribeProduct(request.Id);

464

AWS Lambda デベロッパーガイド
標準データ型の処理
}
[LambdaSerializer(typeof(MyJsonSerializer))]
public Customer DescribeCustomer(DescribeCustomerRequest request)
{
return customerService.DescribeCustomer(request.Id);
}

}

JSON シリアル化のソース生成
C# 9 は、コンパイル中のコード生成を許可するソースジェネレーターを提供します。.NET 6 以降、ネイ
ティブ JSON ライブラリ System.Text.Json はソースジェネレータを使用できるため、リフレクション
API を必要とせずに JSON 解析が可能になります。これにより、コールドスタートのパフォーマンスを向
上させることができます。

ソースジェネレータを使用するには
1.
2.

プロジェクトで、System.Text.Json.Serialization.JsonSerializerContext から派生する
空の部分クラスを定義します。
ソースジェネレータがシリアル化コードを生成する必要がある各 .NET タイプの
JsonSerializable 属性を追加します。

Example ソース生成を活用した API Gateway 統合
using System.Collections.Generic;
using System.Net;
using System.Text.Json.Serialization;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.APIGatewayEvents;
using Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson;
[assembly:
LambdaSerializer(typeof(SourceGeneratorLambdaJsonSerializer<SourceGeneratorExa
mple.HttpApiJsonSerializerContext>))]
namespace SourceGeneratorExample;
[JsonSerializable(typeof(APIGatewayHttpApiV2ProxyRequest))]
[JsonSerializable(typeof(APIGatewayHttpApiV2ProxyResponse))]
public partial class HttpApiJsonSerializerContext : JsonSerializerContext
{
}
public class Functions
{
public APIGatewayProxyResponse Get(APIGatewayHttpApiV2ProxyRequest
request, ILambdaContext context)
{
context.Logger.LogInformation("Get Request");
var response = new APIGatewayHttpApiV2ProxyResponse
{
StatusCode = (int)HttpStatusCode.OK,
Body = "Hello AWS Serverless",
Headers = new Dictionary<string, string> { { "Content-Type",
"text/plain" } }
};
}

return response;
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関数を呼び出すと、Lambda はソースが生成した JSON シリアル化コードを使用して、Lambda イベント
とレスポンスのシリアル化を処理します。

ハンドラー署名
Lambda 関数を作成する際は、呼び出すコードをどこで探すかを Lambda に指示するハンドラー文字列を
指定する必要があります。C# では、次の形式になります。
ASSEMBLY::TYPE::METHOD where:
• ASSEMBLY は、アプリケーションの .NET アセンブリファイルの名前です。.NET Core CLI を使用して
アプリケーションをビルドする場合、.csproj ファイルで AssemblyName プロパティを使用してアセン
ブリ名を設定しないと、ASSEMBLY 名は .csproj ファイルの名前になります。詳細については、「.NET
Core CLI (p. 470)」を参照してください。ここでは、.csproj ファイルは HelloWorldApp.csproj で
あると仮定します。
• TYPE は、Namespace と ClassName からなるハンドラー型の正式名称となります。この場
合、Example.Hello
• METHOD は、関数ハンドラー名で、この場合 MyHandler です。
最終的に、署名の形式は、Assembly::Namespace.ClassName::MethodName となります。
次の例を考えます。
using System.IO;
namespace Example
{
public class Hello
{
public Stream MyHandler(Stream stream)
{
//function logic
}
}
}

ハンドラー文字列は次のようになります。 HelloWorldApp::Example.Hello::MyHandler

Important
ハンドラ文字列で指定されたメソッドが過負荷になっている場合は、Lambda が呼び出す必要が
あるメソッドの正確な署名を指定する必要があります。解決で複数の (過負荷の) 署名から選択す
ることが求められる場合、Lambda は、その他の有効な署名を拒否します。

最上位ステートメントの使用
.NET 6 以降では、最上位のステートメントを使用して関数を記述できます。最上位レベルのステートメン
トは、.NET プロジェクトに必要な定型コードの一部を削除し、記述するコードの行数を減らします。例え
ば、トップレベルのステートメントを使用して前の例を書き直すことができます。
using Amazon.Lambda.RuntimeSupport;
var handler = (Stream stream) =>
{
//function logic
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};
await LambdaBootstrapBuilder.Create(handler).Build().RunAsync();

最上位のステートメントを使用する場合は、ハンドラーの署名を提供するときにのみ ASSEMBLY の名前を
含めます。前の例から引き続き、ハンドラー文字列は HelloWorldApp になります。
ハンドラーをアセンブリ名に設定すると、Lambda はアセンブリを実行可能として扱い、起動時に実
行します。起動時に実行される実行可能ファイルが Lambda ランタイムクライアントを起動するよう
に、NuGet パッケージ Amazon.Lambda.RuntimeSupport をプロジェクトに追加する必要があります。

Lambda 関数のシリアル化
Stream オブジェクト以外の入出力タイプを使用するすべての Lambda 関数には、アプリケーションにシ
リアル化ライブラリを追加する必要があります。これは以下の方法で対応できます。
• Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson NuGet パッケージを使用します。このライブ
ラリは、ネイティブの .NET Core JSON シリアライザーを使用してシリアル化を処理します。このパッ
ケージは、Amazon.Lambda.Serialization.Json のパフォーマンスを向上させますが、Microsoft
ドキュメントに記載されている制限に注意してください。このライブラリは、.NET Core 3.1 以降のラ
ンタイムで使用できます。
• Amazon.Lambda.Serialization.Json NuGet パッケージを使用します。このライブラリでは、シ
リアル化を処理するために JSON.NET が使用されます。
• ILambdaSerializer インターフェイスの実装によって独自のシリアル化ライブラリを作成します。
これは、Amazon.Lambda.Core ライブラリの一部として入手できます。インターフェイスは 2 つのメ
ソッドを定義します。
• T Deserialize<T>(Stream requestStream);
このメソッドを実装して、Invoke API から Lambda 関数ハンドラーに渡されるオブジェクトにリク
エストのペイロードを逆シリアル化することができます。
• T Serialize<T>(T response, Stream responseStream);.
このメソッドを実装して、Lambda 関数のハンドラーから返される結果を Invoke API オペレーショ
ンが返すレスポンスペイロードにシリアル化することができます。
シリアライザーを使用するには、MyProject.csproj ファイルに依存関係を追加する必要があります。
...
<ItemGroup>
<PackageReference Include="Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson"
Version="2.1.0" />
<!-- or -->
<PackageReference Include="Amazon.Lambda.Serialization.Json" Version="2.0.0" />
</ItemGroup>

次に、シリアライザーを定義する必要があります。次の例では、AssemblyInfo.cs ファイルで
Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson シリアライザーを定義します。
[assembly: LambdaSerializer(typeof(DefaultLambdaJsonSerializer))]

次の例では、AssemblyInfo.cs ファイルで Amazon.Lambda.Serialization.Json シリアライザーを定
義します。
[assembly: LambdaSerializer(typeof(JsonSerializer))]
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メソッドレベルでカスタムシリアル化属性を定義することができます。それにより、アセンブリレベルで
指定されたデフォルトのシリアライザーが上書きされます。
public class ProductService{
[LambdaSerializer(typeof(JsonSerializer))]
public Product DescribeProduct(DescribeProductRequest request)
{
return catalogService.DescribeProduct(request.Id);
}

}

[LambdaSerializer(typeof(MyJsonSerializer))]
public Customer DescribeCustomer(DescribeCustomerRequest request)
{
return customerService.DescribeCustomer(request.Id);
}

Lambda 関数ハンドラーの制限
ハンドラー署名にはいくつかの制限があることに注意してください。
• ハンドラーメソッドとその依存関係内で unsafe コンテキストを使用できますが、unsafe ではなく、
ハンドラー署名でポインター型を使用する場合があります。詳細については、Microsoft Docs ウェブサ
イトの「unsafe (C# Reference)」を参照してください。
• params キーワードを使用して可変数のパラメータを渡さなかったり、可変数のパラメータをサポート
するために使用する入力パラメータまたは戻りパラメータとして ArgIterator を使用できない場合が
あります。
• ハンドラーは、IList<T> Sort<T>(IList<T> input) などの汎用メソッドではない場合があります。
• async void 署名を持つ Async ハンドラーはサポートされていません。

C# 関数の async と Lambda の併用
大容量ファイルを Amazon S3 にアップロードする、または Amazon DynamoDB から大量のストリームの
レコードを読み取るなど、Lambda 関数で長時間実行するプロセスが必要になることがわかっている場合
は、async/await パターンを利用できます。この署名を使用すると、Lambda は関数を同期的に呼び出し、
関数からレスポンスが返るまで、または実行がタイムアウトするまで待機します。
public async Task<Response> ProcessS3ImageResizeAsync(SimpleS3Event input)
{
var response = await client.DoAsyncWork(input);
return response;
}

このパターンを使用する場合は、次の事項を考慮します。
• Lambda は async void メソッドをサポートしていません。
• await 演算子を実装しないで非同期 Lambda 関数を作成すると、.NET がコンパイラの警告を出し、予
期しない動作が発生します。例えば、一部の非同期アクションが実行されないことがあります。また、
関数の呼び出しが完了する前に、一部の非同期アクションが完了しないことがあります。
public async Task ProcessS3ImageResizeAsync(SimpleS3Event event) // Compiler warning
{
client.DoAsyncWork(input);
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}

• Lambda 関数は、並行で呼び出すことができる、複数の非同期呼び出しを含めることができます。
複数のタスクを使用するため、Task.WhenAll および Task.WhenAny メソッドを使用できま
す。Task.WhenAll メソッドを使用するには、配列としてオペレーションのリストをメソッドに渡しま
す。以下の例では、配列へ一部の操作を含めるのを怠ると、その操作が完了する前に呼び出しが返され
ることに注意してください。
public async Task DoesNotWaitForAllTasks1()
{
// In Lambda, Console.WriteLine goes to CloudWatch Logs.
var task1 = Task.Run(() => Console.WriteLine("Test1"));
var task2 = Task.Run(() => Console.WriteLine("Test2"));
var task3 = Task.Run(() => Console.WriteLine("Test3"));

}

// Lambda may return before printing "Test2" since we never wait on task2.
await Task.WhenAll(task1, task3);

Task.WhenAny メソッドを使用するには、配列としてオペレーションのリストを再度メソッドに渡しま
す。最初の操作が完了すると、他がまだ実行中でも呼び出しがすぐに返されます。
public async Task DoesNotWaitForAllTasks2()
{
// In Lambda, Console.WriteLine goes to CloudWatch Logs.
var task1 = Task.Run(() => Console.WriteLine("Test1"));
var task2 = Task.Run(() => Console.WriteLine("Test2"));
var task3 = Task.Run(() => Console.WriteLine("Test3"));
// Lambda may return before printing all tests since we're waiting for only one to
finish.
await Task.WhenAny(task1, task2, task3);

}
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.zip ファイルアーカイブを使用して C# Lambda 関
数をデプロイする
.NET Core デプロイパッケージ (.zip ファイルアーカイブ) は、関数のコンパイル済みアセンブリと、
そのアセンブリのすべての依存関係で構成されています。このパッケージには、proj.deps.json
ファイルも含まれています。これは、関数のすべての依存関係と、.NET Core ランタイムを設定
するために使用される proj.runtimeconfig.json ファイルを、.NET Core ランタイムに伝達
します。.NET コマンドラインインターフェイス (CLI) の publish コマンドを使用すると、これ
らのファイルすべてが保存されたフォルダを作成できます。Lambda プロジェクトは通常、クラス
ライブラリとして設定されるため、デフォルトでは proj.runtimeconfig.json は含まれませ
ん。proj.runtimeconfig.json を publish プロセスの一部として強制的に書き込むには、コマンド
ライン引数 /p:GenerateRuntimeConfigurationFiles=true を publish コマンドに渡します。
dotnet publish コマンドを使用すればデプロイパッケージを作成することができますが、.NET Core
CLI (p. 470) または AWS Toolkit for Visual Studio (p. 473) のどちらかでデプロイパッケージを作成す
る方法を推奨します。これらは、Lambda 専用に最適化されたツールです。このツールにより、lambdaproject.runtimeconfig.json ファイルの存在が確認され、非 Linux ベースの依存関係の削除を含む
パッケージバンドルの最適化が、確実に実行されます。
トピック
• .NET Core CLI (p. 470)
• AWS Toolkit for Visual Studio (p. 473)

.NET Core CLI
.NET Core CLI では、クロスプラットフォームで .NET ベースの Lambda アプリケーションを作成するこ
とができます。このセクションでは、.NET Core CLI がインストールされていることを想定しています。
まだインストールしていない場合は、Microsoft の Web サイトで、「Download .NET」を参照してくださ
い。
.NET CLI では、コマンドラインから .NET プロジェクトを作成するために new コマンドを使用します。こ
れは、Visual Studio 以外でプロジェクトを作成する場合に便利です。使用可能なプロジェクトタイプのリ
ストを表示するには、コマンドラインを開いて .NET Core ランタイムをインストールした場所に移動し、
以下のコマンドを入力します。
dotnet new -all
Usage: new [options]
...
Templates

Short Name

Language

Tags

------------------------------------------------------------------------------------------------------Console Application
console
[C#], F#, VB
Common/Console
Class library
classlib
[C#], F#, VB
Common/Library
Unit Test Project
mstest
[C#], F#, VB
Test/MSTest
xUnit Test Project
xunit
[C#], F#, VB
Test/xUnit
...
Examples:
dotnet new mvc --auth Individual
dotnet new viewstart
dotnet new --help
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Lambda では、Amazon.Lambda.Templates の NuGet パッケージを介して追加のテンプレートを提供して
います。次のコマンドを実行して、このパッケージをインストールします。
dotnet new -i Amazon.Lambda.Templates

インストールが完了すると、Lambda テンプレートは dotnet new の一部として表示されます。テンプ
レートに関する詳細を確認するには、help オプションを使用します。
dotnet new lambda.EmptyFunction --help

この lambda.EmptyFunction テンプレートでは、以下のオプションがサポートされています。
• --name － 関数の名前
• --profile － AWS SDK for .NET 認証情報ファイルにあるプロファイルの名前
• --region － 関数を作成する AWS リージョン。
これらのオプションは、aws-lambda-tools-defaults.json という名前のファイルに保存されます。
関数プロジェクトを lambda.EmptyFunction テンプレートを使用して作成します。
dotnet new lambda.EmptyFunction --name MyFunction

src/myfunction ディレクトリで次のファイルを調べます。
• aws-lambda-tools-defaults.json: Lambda 関数をデプロイするときに指定するコマンドラインオプション
の場所です。以下に例を示します。
"profile" : "default",
"region" : "us-east-2",
"configuration" : "Release",
"function-runtime":"dotnet6",
"function-memory-size" : 256,
"function-timeout" : 30,
"function-handler" : "MyFunction::MyFunction.Function::FunctionHandler"

• Function.cs: Lambda ハンドラの関数コード。これは、デフォルトの Amazon.Lambda.Coreライブ
ラリ とデフォルトの LambdaSerializer 属性が含まれる C# テンプレートです。要件とオプション
のシリアル化に関する詳細は、「Lambda 関数のシリアル化 (p. 467)」を参照してください。これに
は、Lambda 関数コードに適用するために編集できるサンプル関数も含まれています。
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

using Amazon.Lambda.Core;
// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted into
a .NET class.
[assembly:
LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer))]
namespace MyFunction
{
public class Function
{
public string FunctionHandler(string input, ILambdaContext context)

471

AWS Lambda デベロッパーガイド
.NET Core CLI
{
}

}

}

return input.ToUpper();

• MyFunction.csproj: アプリケーションを構成するファイルとアセンブリをリスト表示する MSBuild ファ
イル。
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
<PropertyGroup>
<TargetFramework>net6.0</TargetFramework>
<ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
<Nullable>enable</Nullable>
<GenerateRuntimeConfigurationFiles>true</GenerateRuntimeConfigurationFiles>
<AWSProjectType>Lambda</AWSProjectType>
<!-- Makes the build directory similar to a publish directory and helps the AWS .NET
Lambda Mock Test Tool find project dependencies. -->
<CopyLocalLockFileAssemblies>true</CopyLocalLockFileAssemblies>
<!-- Generate ready to run images during publishing to improve cold start time. -->
<PublishReadyToRun>true</PublishReadyToRun>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="Amazon.Lambda.Core" Version="2.1.0 " />
<PackageReference Include="Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson"
Version="2.2.0" />
</ItemGroup>
</Project>

• Readme: このファイルを使用して Lambda 関数をドキュメント化します。
myfunction/test ディレクトリで次のファイルを調べます。
• myFunction.Tests.csproj: 既に説明したように、これは、テストプロジェクトを構成するファイルとアセ
ンブリをリスト表示するための、MSBuild ファイルです。Amazon.Lambda.Core ライブラリが含まれ
ているため、関数のテストに必要な Lambda テンプレートをシームレスに統合できることにも留意して
ください。
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
...
<PackageReference Include="Amazon.Lambda.Core" Version="2.1.0 " />
...

• FunctionTest.cs: src ディレクトリに含まれているのと同様の C# コードテンプレートファイルです。こ
のファイルを編集して関数の本番稼働コードを写し、本番稼働環境にアップロードする前に Lambda 関
数をテストします。
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

using Xunit;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.TestUtilities;
using MyFunction;
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namespace MyFunction.Tests
{
public class FunctionTest
{
[Fact]
public void TestToUpperFunction()
{
// Invoke the lambda function and confirm the string was upper cased.
var function = new Function();
var context = new TestLambdaContext();
var upperCase = function.FunctionHandler("hello world", context);

}

}

}

Assert.Equal("HELLO WORLD", upperCase);

関数のテストに成功したら、Amazon.Lambda.Tools の .NET Core Global Tool を使用して、ビルドおよび
デプロイを実行できます。.NET Core Global Tool をインストールするには、次のコマンドを実行します。
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools

ツールがすでにインストールされている場合には、次のコマンドを実行し、最新バージョンを使用してい
ることを確認します。
dotnet tool update -g Amazon.Lambda.Tools

Amazon.Lambda.Tools の .NET Core Global Tool の詳細については、GitHub の AWS Extensions for .NET
CLI リポジトリを参照してください。
Amazon.Lambda.Tools がインストールされたら、次のコマンドを実行して関数をデプロイします。
dotnet lambda deploy-function MyFunction --function-role role

デプロイが完了したら、次のコマンドで Lambda 関数のハンドラに異なる値を渡しながら、本番稼働環境
での再テストを実施できます。
dotnet lambda invoke-function MyFunction --payload "Just Checking If Everything is OK"

すべてが成功すると、次のメッセージが表示されます。
dotnet lambda invoke-function MyFunction --payload "Just Checking If Everything is OK"
Payload:
"JUST CHECKING IF EVERYTHING IS OK"
Log Tail:
START RequestId: id Version: $LATEST
END RequestId: id
REPORT RequestId: id Duration: 0.99 ms
256 MB
Max Memory Used: 12 MB

Billed Duration: 1 ms

Memory Size:

AWS Toolkit for Visual Studio
.NET ベースの Lambda アプリケーションは、Lambda プラグインを使用して AWS Toolkit for Visual
Studio に構築できます。このツールキットは、Visual Studio の拡張機能として利用できます。
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1.

2.

Microsoft Visual Studio を起動し、[New project] を選択します。
a.

[File] メニューから [New] を選択し、[Project] を選択します。

b.

[New Project] (新しいプロジェクト) ウィンドウで [Lambda Project (.NET Core)] (Lambda プロ
ジェクト (.NET Core)) を選択してから、[OK] をクリックします。

c.

[Select Blueprint] (設計図の選択) ウィンドウで、.NET ベースの Lambda アプリケーションの作成
を開始するのに役立てるために、サンプルコードを含むサンプルアプリケーションのリストから
選択します。

d.

Lambda アプリケーションを一から作成するには、[Empty Function] (空の関数)、[Finish] (完了)
の順にクリックします。

プロジェクトの一部として作成された、aws-lambda-tools-defaults.json ファイルを確認しま
す。このファイルには、Lambda ツールがデフォルトで読み取るオプションを設定できます。Visual
Studio で作成されたプロジェクトテンプレートは、これらのフィールドの多くをデフォルト値を使用
して設定します。次のフィールドに注意してください。
• profile － AWS SDK for .NET 認証情報ファイルにあるプロファイルの名前
• function-handler – function handler を指定するフィールド。(これが、ウィザードでの設定
が不要である理由です。) ただし、関数のコードで、Assembly、Namespace、Class、また
は Function の名前を変更した際には、それに該当するフィールドを aws-lambda-toolsdefaults.json ファイル内でも更新する必要があります。
{

}

"profile":"default",
"region" : "us-east-2",
"configuration" : "Release",
"function-runtime":"dotnet6",
"function-memory-size" : 256,
"function-timeout" : 30,
"function-handler" : "Assembly::Namespace.Class::Function"

3.

Function.cs ファイルを開きます。Lambda 関数のハンドラコードを実装するためのテンプレートが提
供されます。

4.

Lambda 関数を表すコードを記述したら、アプリケーションで [Project] (プロジェクト) ノードのコ
ンテキストメニューを開き (右クリックする)、[Publish to AWS Lambda] (AWS Lambda に公開) をク
リックしてコードをアップロードします。

5.

[Lambda 関数のアップロード] ウィンドウで、関数の名前を入力するか、以前に発行済みの関数を選
択し再発行します。続いて、[次へ] を選択します。

6.

[Advanced Function Details] ウィンドウで、以下のオプションを設定します。
• ロール名(必須) — Lambda が関数を実行するときに仮定する AWS Identity and Access
Management(IAM) ロール (p. 53)です。
• 環境 － Lambda で実行環境に設定するキーと値のペア。コードを使用せずに関数の設定を拡張する
には、環境変数を使用 (p. 172)します。
• メモリ － 実行時に関数で使用できるメモリの量。メモリの量は、128 MB～10,240 MB (p. 818)
の範囲 (1 MB 単位) で選択します。
• タイムアウト － Lambda で関数が停止するまでに許可される実行時間。デフォルト値は 3 秒です。
最大許容値は 900 秒です。
• VPC － インターネット経由で利用できないリソースにネットワークアクセスが必要な場合
は、Virtual Private Cloud (VPC) に接続するように設定 (p. 197)します。
• DLQ － 関数が非同期呼び出しされた場合は、デッドレターキューを選択 (p. 241)して、失敗した呼
び出しを受け取ります。
• アクティブトレースの有効化 － サンプルの受信リクエストと、AWS X-Ray を使用したサンプルリ
クエストのトレース (p. 731)。

7.

[次へ]、[アップロード] の順にクリックして、アプリケーションをデプロイします。
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詳細については、「.NET Core CLI を使用して AWS Lambda プロジェクトをデプロイする」を参照してく
ださい。
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コンテナイメージを使用して.NET の Lambda 関数
をデプロイする
Lambda 関数コードをコンテナイメージ (p. 148)としてデプロイできます。
AWSでは、.NET 関数のコンテナイメージの構築に役立つ次のリソースを提供します。
AWS は、サポートされているすべての .NET ランタイムの x86_64 アーキテクチャ、ならびに .NET Core
3.1 および .NET 6.0 ランタイムの arm64 アーキテクチャのベースイメージを提供します。
• Lambda の AWS ベースイメージ
これらのベースイメージには、Lambda でイメージを実行するために必要な言語ランタイムおよびその
他のコンポーネントがプリロードされています。AWS は、コンテナイメージの構築に役立つ各ベースイ
メージの Dockerfile を提供します。
• オープンソースのランタイムインターフェイスクライアント (RIC)
コミュニティベースイメージまたはプライベートエンタープライズベースイメージを使用する場合
は、ランタイムインターフェイスクライアント (p. 150)をベースイメージに追加して、Lambda と互換
性を持たせる必要があります。
• オープンソースのランタイムインターフェイスエミュレータ (RIE)
Lambda は、関数をローカルでテストするためのランタイムインターフェイスエミュレータを提供しま
す。Lambda の ベースイメージとカスタムランタイムのベースイメージには、RIE が含まれます。その
他のベースイメージでは、イメージをローカルでテストする (p. 151)ための RIE をダウンロードできま
す。
コンテナイメージとして定義された関数のワークフローには、次のステップが含まれます。
1. このトピックにリストされているリソースを使ってコンテナイメージを構築します。
2. イメージを Amazon ECR コンテナレジストリ (p. 159)にアップロードします。
3. Lambda 関数を作成 (p. 142)するか、または関数コードを更新 (p. 145)して、イメージを既存の関数にデ
プロイします。
トピック
• AWS.NET 用の ベースイメージ (p. 476)
• .NET ベースイメージを使用する (p. 477)
• .NET ランタイムインタフェースクライアント (p. 477)
• コンテナイメージのデプロイ (p. 477)

AWS.NET 用の ベースイメージ
AWSには、.NET 用に次のようなベースイメージが利用できます。
タグ

ランタイム

core3.1 .NET Core
3.1

オペレーティ
ングシステム

Dockerfile

廃止

Amazon
Linux 2

GitHub の .NET Core 3.1 用の
Dockerfile

2023 年 1 月 20 日
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タグ

ランタイム

オペレーティ
ングシステム

Dockerfile

6

.NET 6

Amazon
Linux 2

GitHub 上の .NET 6 用の
Dockerfile

5.0

.NET 5

Amazon
Linux 2

GitHub 上の .NET 5 用の
Dockerfile

廃止

Amazon ECR リポジトリ: gallery.ecr.aws/lambda/dotnet

.NET ベースイメージを使用する
.NET ベースイメージの使用方法については、Amazon ECR リポジトリ の .NET 用の AWS Lambda ベー
スイメージにある [usage] (使用) タブを選択します。

.NET ランタイムインタフェースクライアント
GitHub の AWS Lambda for .NET Core リポジトリから、.NET ランタイムインタフェースクライアントを
ダウンロードします。

コンテナイメージのデプロイ
新しい関数の場合、関数を作成する (p. 142)際にコンテナイメージをデプロイします。既存の関数では、
コンテナーイメージを再ビルドする場合は、関数コードの更新 (p. 145)を行うことでイメージを再度デプ
ロイする必要があります。
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C# の AWS Lambda context オブジェクト
Lambda で関数が実行されると、コンテキストオブジェクトがハンドラー (p. 463)に渡されます。このオ
ブジェクトは、呼び出し、関数、および実行関数に関する情報を含むプロパティです。

context プロパティ
• FunctionName － Lambda 関数の名前。
• FunctionVersion － 関数のバージョン (p. 179)。
• InvokedFunctionArn － 関数を呼び出すために使用される Amazon リソースネーム (ARN)。呼び出
し元でバージョン番号またはエイリアスが指定されているかどうかを示します。
• MemoryLimitInMB － 関数に割り当てられたメモリの量。
• AwsRequestId － 呼び出しリクエストの ID。
• LogGroupName － 関数のロググループ。
• LogStreamName － 関数インスタンスのログストリーム。
• RemainingTime (TimeSpan) － 実行がタイムアウトするまでの残りのミリ秒数。
• Identity － (モバイルアプリケーション) リクエストを認可した Amazon Cognito ID に関する情報。
• ClientContext － (モバイルアプリケーション) クライアントアプリケーションが Lambda に提供した
クライアントコンテキスト。
• Logger 関数のロガーオブジェクト (p. 479)。
次の C# コードスニペットは、コンテキスト情報の一部を表示する単純なハンドラ関数を示しています。
public async Task Handler(ILambdaContext context)
{
Console.WriteLine("Function name: " + context.FunctionName);
Console.WriteLine("RemainingTime: " + context.RemainingTime);
await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(0.42));
Console.WriteLine("RemainingTime after sleep: " + context.RemainingTime);
}
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C# での Lambda 関数のログ記録
AWS Lambda は、ユーザーに代わって Lambda 関数を自動的にモニタリングし、Amazon CloudWatch に
関数メトリクスを送信します。Lambda 関数には、関数のインスタンスごとに CloudWatch Logs ロググ
ループとログストリームが用意されています。Lambda ランタイム環境は、各呼び出しの詳細をログスト
リームに送信し、関数のコードからのログやその他の出力を中継します。
このページでは、AWS Command Line Interface、Lambda コンソール、または CloudWatch コンソールを
使用して、Lambda 関数のコードからログ出力を生成する方法、またはアクセスログを生成する方法につ
いて説明します。
セクション
• ログを返す関数の作成 (p. 479)
• ログレベルの使用 (p. 480)
• Lambda コンソールの使用 (p. 481)
• CloudWatch コンソールの使用 (p. 481)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 481)
• ログの削除 (p. 483)

ログを返す関数の作成
関数コードからログを出力するには、コンソールクラスのメソッドか、stdout または stderr に書き込
む任意のログ記録のライブラリを使用します。以下の例では、Amazon.Lambda.Core (p. 461) ライブラリ
の LambdaLogger クラスを使用しています。

Example src/blank-csharp/Function.cs － ログ記録
public async Task<AccountUsage> FunctionHandler(SQSEvent invocationEvent, ILambdaContext
context)
{
GetAccountSettingsResponse accountSettings;
try
{
accountSettings = await callLambda();
}
catch (AmazonLambdaException ex)
{
throw ex;
}
AccountUsage accountUsage = accountSettings.AccountUsage;
LambdaLogger.Log("ENVIRONMENT VARIABLES: " +
JsonConvert.SerializeObject(System.Environment.GetEnvironmentVariables()));
LambdaLogger.Log("CONTEXT: " + JsonConvert.SerializeObject(context));
LambdaLogger.Log("EVENT: " + JsonConvert.SerializeObject(invocationEvent));
return accountUsage;
}

Example ログの形式
START RequestId: d1cf0ccb-xmpl-46e6-950d-04c96c9b1c5d Version: $LATEST
ENVIRONMENT VARIABLES:
{
"AWS_EXECUTION_ENV": "AWS_Lambda_dotnet6",
"AWS_LAMBDA_FUNCTION_MEMORY_SIZE": "256",
"AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME": "/aws/lambda/blank-csharp-function-WU56XMPLV2XA",
"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION": "$LATEST",
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"AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME": "2020/03/27/[$LATEST]5296xmpl084f411d9fb73b258393f30c",
"AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME": "blank-csharp-function-WU56XMPLV2XA",
...
EVENT:
{
"Records": [
{
"MessageId": "19dd0b57-b21e-4ac1-bd88-01bbb068cb78",
"ReceiptHandle": "MessageReceiptHandle",
"Body": "Hello from SQS!",
"Md5OfBody": "7b270e59b47ff90a553787216d55d91d",
"Md5OfMessageAttributes": null,
"EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:MyQueue",
"EventSource": "aws:sqs",
"AwsRegion": "us-west-2",
"Attributes": {
"ApproximateReceiveCount": "1",
"SentTimestamp": "1523232000000",
"SenderId": "123456789012",
"ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1523232000001"
},
...
END RequestId: d1cf0ccb-xmpl-46e6-950d-04c96c9b1c5d
REPORT RequestId: d1cf0ccb-xmpl-46e6-950d-04c96c9b1c5d Duration: 4157.16 ms Billed
Duration: 4200 ms Memory Size: 256 MB Max Memory Used: 99 MB Init Duration: 841.60 ms
XRAY TraceId: 1-5e7e8131-7ff0xmpl32bfb31045d0a3bb SegmentId: 0152xmpl6016310f Sampled: true

.NET ランタイムは、呼び出しごとに START、END、および REPORT の各行を記録します。レポート行に
は、次の詳細が示されます。

レポートログ
• RequestId － 呼び出しの一意のリクエスト ID。
• 所要時間 － 関数のハンドラーメソッドがイベントの処理に費やした時間。
• 課金期間 － 呼び出しの課金対象の時間。
• メモリサイズ － 関数に割り当てられたメモリの量。
• 使用中の最大メモリ － 関数によって使用されているメモリの量。
• 初期所要時間 － 最初に処理されたリクエストについて、ハンドラーメソッド外で関数をロードしてコー
ドを実行するためにランタイムにかかった時間。
• XRAY TraceId － トレースされたリクエストの場合、AWS X-Ray のトレース ID (p. 731)。
• SegmentId － トレースされたリクエストの場合、X-Ray のセグメント ID。
• サンプリング済み － トレースされたリクエストの場合、サンプリング結果。

ログレベルの使用
.NET 6 以降では、Lambda 関数からの追加のログ記録のためにログレベルを使用できます。ログレベル
は、関数が Amazon EventBridge (CloudWatch Events) に書き込むログのフィルターと分類を提供しま
す。
使用可能なログレベルは次のとおりです。
• LogCritical
• LogError
• LogWarning
• LogInformation
• LogDebug
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• LogTrace
デフォルトでは、Lambda は LogInformation レベル以上のログを CloudWatch に書き込みま
す。Lambda が AWS_LAMBDA_HANDLER_LOG_LEVEL 環境変数を使用して書き込むログのレベルを調整で
きます。LogLevel enum で概説されているように、環境変数の値を目的のレベルの文字列列挙型値に設定
します。例えば、AWS_LAMBDA_HANDLER_LOG_LEVEL を Error に設定すると、Lambda は CloudWatch
に LogError および LogCritical メッセージを書き込みます。
Lambda は、Console.WriteLine 呼び出しを情報レベルのメッセージとして書き込
み、Console.Error.WriteLine 呼び出しをエラーレベルのメッセージとして書き込みます。
.NET にログインする以前のスタイルを使用する場合は、AWS_LAMBDA_HANDLER_LOG_FORMAT を
Unformatted に設定します。

Lambda コンソールの使用
Lambda コンソールを使用して、Lambda 関数を呼び出した後のログ出力を表示できます。詳細について
は、「AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs へのアクセス (p. 747)」を参照してください。

CloudWatch コンソールの使用
Amazon CloudWatch コンソールを使用して、すべての Lambda 関数呼び出しのログを表示できます。

CloudWatch コンソールでログを表示するには
1.

CloudWatch コンソールの [Log groups (ロググループ)] ページを開きます。

2.

機能のロググループを選択します( /aws/lambda/###)

3.

ログストリームを選択します

各ログストリームは、関数のインスタンス (p. 103)に相当します。ログストリームは、Lambda 関数を更
新したとき、および複数の同時呼び出しを処理するために追加のインスタンスが作成されたときに表示さ
れます。特定の呼び出しのログを検索するために、AWS X-Ray を使って関数をインストルメント化するこ
とをお勧めします。 X-Ray は、リクエストとログストリームの詳細をトレースに記録します。
ログとトレースを X-Ray に関連付けるサンプルアプリケーションを使用するには、AWS Lambda の Error
Processor サンプルアプリケーション (p. 829) を参照してください。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI を使用して、--log-type コマンドオプションを使用して、呼び出しのログを取得できます。
レスポンスには、LogResultフィールドが含まれ、このフィールドには、呼び出しから base64 コードさ
れた最大 4 KB のログが含まれます。

Example ログ ID を取得します
次の例は、LogResultという名前の関数のmy-functionフィールドからログ ID を取得する方法を示し
ています。
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aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail

次のような出力が表示されます。
{

"StatusCode": 200,
"LogResult":
"U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

}

Example ログをデコードします
同じコマンドプロンプトで、base64 ユーティリティを使用してログをデコードします。次の例は、myfunctionの base64 でエンコードされたログを取得する方法を示しています 。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text | base64 -d

次のような出力が表示されます。
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5caf5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Duration: 79.67 ms
Billed
Duration: 80 ms
Memory Size: 128 MB
Max Memory Used: 73 MB

base64このユーティリティは、Linux、macOS、および Windows の Ubuntu で使用できます。macOS
ユーザーは、base64 -Dを使用する必要があります 。

Example get-logs.sh スクリプト
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを使用して、最後の 5 つのログイベントをダウンロードしま
す。このスクリプトはsedを使用して出力ファイルから引用符を削除し、ログが使用可能になるまで15秒
待機します。この出力には Lambda からのレスポンスと、get-log-events コマンドからの出力が含ま
れます。
次のコードサンプルの内容をコピーし、Lambdaプロジェクトディレクトリにget-logs.shとして保存し
ます。
AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out -payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-name stream1
--limit 5

Example macOS および Linux(専用)
同じコマンドプロンプトで、macOS と Linux ユーザーが次のコマンドを実行して、スクリプトが実行可能
であることを確認する必要があります。
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chmod -R 755 get-logs.sh

Example 最後の 5 つのログイベントを取得します
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを実行して、最後の 5 つのログイベントを取得します。
./get-logs.sh

次のような出力が表示されます。
{
}
{

"StatusCode": 200,
"ExecutedVersion": "$LATEST"

"events": [
{
"timestamp": 1559763003171,
"message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
$LATEST\n",
"ingestionTime": 1559763003309
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",\r ...",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r \"key\": \"value\"\r}\n",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003218,
"message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003218,
"message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\tDuration:
26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75 MB\t\n",
"ingestionTime": 1559763018353
}
],
"nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
"nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
}

ログの削除
関数を削除しても、ロググループは自動的には削除されません。ログが無期限に保存されないようにする
には、ロググループを削除するか、ログが自動的に削除されるまでの保存期間を設定します。
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C# の AWS Lambda 関数エラー
コードが原因でエラーが発生すると、Lambda によって、エラーの JSON 表現が生成されます。このエ
ラードキュメントは、呼び出しログ (同期呼び出しの場合は出力) で確認できます。
このページでは、Lambda コンソールと AWS CLI を使用して、C# ランタイムの Lambda 関数呼び出しエ
ラーを表示する方法について説明します。
セクション
• 構文 (p. 484)
• 仕組み (p. 486)
• Lambda コンソールの使用 (p. 487)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 487)
• 他の AWS サービスでのエラー処理 (p. 488)
• 次のステップ (p. 488)

構文
初期化フェーズでは、無効なハンドラー文字列、ルール違反の型およびメソッド (Lambda 関数ハ
ンドラーの制限 (p. 468) を参照)、またはその他の検証メソッド (シリアライザ属性を忘れる、入力
または出力タイプとして POCO を持つなど) の例外がスローされる場合があります。これらの例外
は、LambdaException 型です。次に例を示します。
{

}

"errorType": "LambdaException",
"errorMessage": "Invalid lambda function handler: 'http://this.is.not.a.valid.handler/'.
The valid format is 'ASSEMBLY::TYPE::METHOD'."

コンストラクタが例外をスローすると、エラータイプも LambdaException 型になりますが、構築中にス
ローされる例外は、それ自体がモデル化された例外オブジェクトの cause プロパティで提供されます。
{

"errorType": "LambdaException",
"errorMessage": "An exception was thrown when the constructor for type
'LambdaExceptionTestFunction.ThrowExceptionInConstructor'
was invoked. Check inner exception for more details.",
"cause":
{
"errorType": "TargetInvocationException",
"errorMessage": "Exception has been thrown by the target of an invocation.",
"stackTrace": [
"at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly,
Boolean noCheck, Boolean&canBeCached,
RuntimeMethodHandleInternal&ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)",
"at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis,
Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark)",
"at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)",
"at System.Activator.CreateInstance(Type type)"
],
"cause":
{
"errorType": "ArithmeticException",
"errorMessage": "Sorry, 2 + 2 = 5",
"stackTrace": [
"at LambdaExceptionTestFunction.ThrowExceptionInConstructor..ctor()"
]
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}

}

}

例に示すように、内部例外は常に保持され (cause プロパティとして)、深い入れ子になる場合がありま
す。
例外は、呼び出し中にも発生することがあります。この場合、例外のタイプが保持され、例外はペイロー
ドとして直接 CloudWatch Logs で返されます。次に例を示します。
{

"errorType": "AggregateException",
"errorMessage": "One or more errors occurred. (An unknown web exception occurred!)",
"stackTrace": [
"at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean
includeTaskCanceledExceptions)",
"at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)",
"at lambda_method(Closure , Stream , Stream , ContextInfo )"
],
"cause":
{
"errorType": "UnknownWebException",
"errorMessage": "An unknown web exception occurred!",
"stackTrace": [
"at LambdaDemo107.LambdaEntryPoint.<GetUriResponse>d__1.MoveNext()",
"--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---",
"at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)",
"at
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task
task)",
"at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter`1.GetResult()",
"at LambdaDemo107.LambdaEntryPoint.<CheckWebsiteStatus>d__0.MoveNext()"
],
"cause":
{
"errorType": "WebException",
"errorMessage": "An error occurred while sending the request. SSL peer certificate or
SSH remote key was not OK",
"stackTrace": [
"at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)",
"at System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar,
Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)",
"--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---",
"at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)",
"at
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task
task)",
"at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter`1.GetResult()",
"at LambdaDemo107.LambdaEntryPoint.<GetUriResponse>d__1.MoveNext()"
],
"cause":
{
"errorType": "HttpRequestException",
"errorMessage": "An error occurred while sending the request.",
"stackTrace": [
"at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)",
"at
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task
task)",
"at System.Net.Http.HttpClient.<FinishSendAsync>d__58.MoveNext()",
"--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---",
"at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)",
"at
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task
task)",
"at System.Net.HttpWebRequest.<SendRequest>d__63.MoveNext()",
"--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---",
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"at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)",
"at
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task
task)",
"at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)"
],
"cause":
{
"errorType": "CurlException",
"errorMessage": "SSL peer certificate or SSH remote key was not OK",
"stackTrace": [
"at System.Net.Http.CurlHandler.ThrowIfCURLEError(CURLcode error)",
"at
System.Net.Http.CurlHandler.MultiAgent.FinishRequest(StrongToWeakReference`1 easyWrapper,
CURLcode messageResult)"
]
}
}
}
}

}

エラー情報が表示される方法は、その呼び出し型によって決まります。
• RequestResponse 呼び出し型 (同期実行) : この場合、エラーメッセージを取得します。
例えば、Lambda コンソールを使用して Lambda 関数を呼び出す場合、RequestResponse は常に呼び
出し型であり、コンソールには AWS Lambda により返されるエラー情報が [Execution result] (実行結果)
セクションに表示されます。
• Event 呼び出し型（非同期実行）: この場合、AWS Lambda は何も返しません。代わりに、エラー情報
が CloudWatch Logs および CloudWatch メトリクスに記録されます。

仕組み
Lambda 関数を呼び出すと、Lambda は呼び出しリクエストを受け取り、実行ロールのアクセス許可を検
証し、イベントドキュメントが有効な JSON ドキュメントであることを確認し、パラメータ値をチェック
します。
リクエストが検証に合格した場合、Lambda は関数インスタンスにリクエストを送信します。Lambda ラ
ンタイム (p. 84)環境は、イベントドキュメントをオブジェクトに変換して、関数ハンドラーに渡します。
Lambda がエラーを検出した場合、例外のタイプ、メッセージ、およびエラーの原因を示す HTTP ステー
タスコードを返します。Lambda 関数を呼び出したクライアントまたはサービスは、エラーを処理する
か、エラーをエンドユーザーに渡すことができます。正しいエラー処理動作は、アプリケーションの種
類、対象ユーザー、エラーの原因によって異なります。
次の一覧は、Lambda から受信できるステータスコードの範囲を示したものです。
2xx
応答に X-Amz-Function-Error ヘッダーのある 2xx 番台のエラーは、Lambda ランタイムまたは
関数エラーを示します。2xx シリーズステータスコードは、Lambda がリクエストを受け入れたこと
を示しますが、エラーコードの代わりに、Lambda は、レスポンスに X-Amz-Function-Error ヘッ
ダーを含めることでエラーを示します。
4xx
4xx一連のエラーは、呼び出し元のクライアントまたはサービスが、要求を変更したり、許可を要
求したり、要求を再試行したりすることによって修正できるエラーを示します。4xx以外の一連のエ
ラーは、429 通常、リクエストのエラーを示します。
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5xx
5xx シリーズエラーは、Lambda の問題、または関数の構成やリソースの問題を示します。5xx シ
リーズエラーは、ユーザーの操作なしで解決できる一時的な状態を示す場合があります。これらの問
題は、呼び出し側のクライアントやサービスでは対処できませんが、Lambda 関数の所有者によって
問題を解決できる場合があります。
呼び出しエラーの詳細な一覧については、「InvokeFunction エラー (p. 1030)」を参照してください。

Lambda コンソールの使用
テストイベントを設定し、出力を表示することで、Lambda コンソールで関数を呼び出すことができま
す。出力は関数の実行ログにも記録され、トレース (p. 731)が有効になっている場合は AWS X-Ray にも
記録されます。

Lambda コンソールで関数を呼び出すには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

テストする関数を選択し、[Test] (テスト) を選択します。

3.

[Test event] (テストイベント) で、[New event] (新しいイベント) を選択します。

4.

テンプレートを選択します。

5.

[Name] (名前) にテストの名前を入力します。テキスト入力ボックスに、JSON テストイベントを入力
します。

6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

7.

[Test] (テスト) を選択します。

Lambda コンソールで、関数が同期的 (p. 232)に呼び出され、結果が表示されます。レスポンス、ログ、
その他の情報を表示するには、[Details (詳細)] セクションを展開します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI で Lambda 関数を呼び出すと、AWS CLI はレスポンスを 2 つのドキュメントに分割しま
す。AWS CLIのレスポンスがコマンドプロンプトに表示されます。エラーが発生した場合は、レスポンス
にはFunctionErrorフィールドが含まれます。関数によって返されたレスポンスまたはエラーは、出力
ファイルに書き込まれます。例えば、output.json、output.txt などです。
次の 読み出し コマンドの例は、関数を呼び出し、 呼び出し応答をoutput.txtファイルに書き込む方法
を示しています。
aws lambda invoke
\
--function-name my-function
\
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload '{"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"}' output.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
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詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
コマンドプロンプトにAWS CLIレスポンスが表示されるはずです:
{

}

"StatusCode": 200,
"FunctionError": "Unhandled",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

output.txtファイル内に関数呼び出しレスポンスが表示されるはずです。同じコマンドプロンプトで、
次のコマンドを使用してコマンドプロンプトに出力を表示することもできます。
cat output.txt

コマンドプロンプトに呼び出し応答が表示されます。
また、Lambda は、関数のログに最大 256 KB のエラーオブジェクトを記録します。詳細については、
「C# での Lambda 関数のログ記録 (p. 479)」を参照してください。

他の AWS サービスでのエラー処理
別の AWS のサービスが関数を呼び出すと、サービスは呼び出しの種類と再試行動作を選択します。AWS
のサービスは、スケジュールに従って、リソースのライフサイクルイベントに応答して、またはユーザー
からのリクエストを処理するために、関数を呼び出すことができます。サービスによっては、関数を非同
期に呼び出し、Lambda でエラーを処理する場合もあれば、再試行するか、ユーザーにエラーを返す場合
もあります。
例えば、API Gateway はすべての呼び出しエラーと関数エラーを内部エラーとして扱います。Lambda API
が呼び出しリクエストを拒否した場合、API Gateway は 500 エラーコードを返します。関数が実行され
てもエラーが返された場合、または誤った形式でレスポンスが返された場合、API Gateway は 502 エラー
コードを返します。エラーレスポンスをカスタマイズするには、コードでエラーをキャッチし、レスポン
スを必要な形式に加工する必要があります。
エラーの発生元とその原因を特定するには、AWS X-Ray を使用することをお勧めします。X-Ray を使用
すると、エラーが発生したコンポーネントを特定し、そのエラーの詳細を確認することができます。次の
例は、API Gateway から 502 応答が返された関数エラーを示しています。

詳細については、「AWS Lambda での C# コードの作成 (p. 489)」を参照してください。

次のステップ
• Lambda 関数に関するログ記録イベントを the section called “ログ記録” (p. 479) ページに表示する方法
を学びます。
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AWS Lambda での C# コードの作成
Lambda が AWS X-Ray と統合され、Lambda アプリケーションのトレース、デバッグ、および最適化が
可能になりました。X-Ray を使用して、フロントエンド API からバックエンドのストレージとデータベー
スまで、アプリケーション内のリソースを通過する際にリクエストをトレースできます。X-Ray SDK ライ
ブラリをビルド設定に追加するだけで、関数が AWS のサービスに対して行う呼び出しのエラーとレイテ
ンシーを記録できます。
アクティブトレースの設定後は、アプリケーションを通じて特定のリクエストの観測が行えるようになり
ます。[X-Ray service graph] (X-Rayサービスグラフ) には、アプリケーションとそのすべてのコンポーネン
トに関する情報が表示されます。エラープロセッサ (p. 829) のサンプルアプリケーションの次の例は、2
つの関数を持つアプリケーションを示しています。プライマリ関数はイベントを処理し、エラーを返す場
合があります。上位 2 番目の関数は、最初のロググループに表示されるエラーを処理し、AWS SDKを使
用してX-Ray、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、および Amazon CloudWatch Logs を呼び
出します。

コンソールを使用して Lambda 関数のアクティブトレースを切り替えるには、以下のステップに従いま
す。

トレースをアクティブにするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.
4.

関数を選択します。
[Configuration] (設定) を選択してから、[Monitoring and operations tools] (モニタリングおよび運用
ツール) を選択します。
[Edit] を選択します。

5.
6.

[X-Ray] で、[Active tracing] (アクティブトレース) をオンに切り替えます。
[Save] を選択します。

料金
X-Ray トレースは、毎月、AWS 無料利用枠で設定された一定限度まで無料で利用できます。XRay の利用がこの上限を超えた場合は、トレースによる保存と取得に対する料金が発生します。
詳細については、「AWS X-Ray 料金表」を参照してください。
関数には、トレースデータを X-Ray にアップロードするためのアクセス許可が必要です。Lambda コン
ソールでトレースを有効にすると、Lambda は必要な権限を関数の [execution role] (p. 53) (実行ロール) に
追加します。それ以外の場合は、AWSXRayDaemonWriteAccess ポリシーを実行ロールに追加します。
X-Ray は、アプリケーションへのすべてのリクエストをトレースするとは限りません。X-Ray は、サンプ
リングアルゴリズムを適用することで効率的なトレースを行い、同時に、すべてのリクエストについての
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代表的なサンプルを示します。サンプルレートは 1 秒あたり 1 回のリクエストで、追加リクエストの 5％
です。

Note
関数の X-Ray サンプルレートは設定することはできません。
アクティブトレースを使用する場合、Lambda はトレースごとに 2 つのセグメントを記録します。これに
より、サービスグラフに 2 つのノードが作成されます。次のイメージは、上記のエラープロセッサの例の
主要機能のこれら 2 つのノードを示しています。

左に示された 1 つめのノードは、呼び出しリクエストを受信する Lambda サービスを表しています。2 番
目のノードは、特定の Lambda 関数を表しています。次の例は、これら 2 つのセグメントを使用したト
レースを示しています。いずれも my-function と名付けられていますが、1 つは AWS::Lambda が起点が
あり、もう 1 つは AWS::Lambda::Function が起点があります。

この例では、関数セグメントを展開して、それの 3 つのサブセグメントが表示されています。
• 初期化 － 関数のロードと初期化コード (p. 22)の実行にかかった時間を表します。このサブセグメント
は、関数の各インスタンスが処理する最初のイベントに対してのみ表示されます。
• [Invocation] (呼び出し) - ハンドラーコードの実行に費やされた時間を表します。
• [Overhead] (オーバーヘッド) - Lambda ランタイムが次のイベントを処理するための準備に費やす時間
を表します。
関数コードを実装して、メタデータを記録し、ダウンストリームコールをトレースできます。関数が他の
リソースやサービスに対して行うコールの詳細を記録するには、X-Ray SDK for .NET を使用します。SDK
を取得するには、AWSXRayRecorder パッケージをプロジェクトファイルに追加します。

Example src/blank-csharp/blank-csharp.csproj
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
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<PropertyGroup>
<TargetFramework>netcoreapp3.1</TargetFramework>
<GenerateRuntimeConfigurationFiles>true</GenerateRuntimeConfigurationFiles>
<AWSProjectType>Lambda</AWSProjectType>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="12.0.3" />
<PackageReference Include="Amazon.Lambda.Core" Version="1.1.0" />
<PackageReference Include="Amazon.Lambda.SQSEvents" Version="1.1.0" />
<PackageReference Include="Amazon.Lambda.Serialization.Json" Version="1.7.0" />
<PackageReference Include="AWSSDK.Core" Version="3.3.104.38" />
<PackageReference Include="AWSSDK.Lambda" Version="3.3.108.11" />
<PackageReference Include="AWSXRayRecorder.Core" Version="2.6.2" />
<PackageReference Include="AWSXRayRecorder.Handlers.AwsSdk" Version="2.7.2" />
</ItemGroup>
</Project>

AWS SDK クライアントを実装するには、初期化コードで RegisterXRayForAllServices メソッドを
呼び出します。

Example src/blank-csharp/Function.cs － X-Ray の初期化
static async void initialize() {
AWSSDKHandler.RegisterXRayForAllServices();
lambdaClient = new AmazonLambdaClient();
await callLambda();
}

アクティブトレースを使用する場合、Lambda はトレースごとに2つのセグメントを記録します。これによ
り、サービスグラフに 2 つのノードが作成されます。次のイメージは、上記のエラープロセッサの例の主
要機能のこれら 2 つのノードを示しています。

左に示された 1 つめのノードは、呼び出しリクエストを受信する Lambda サービスを表しています。2 番
目のノードは、特定の Lambda 関数を表しています。次の例は、これら 2 つのセグメントを使用したト
レースを示しています。いずれも my-function と名付けられていますが、1 つは AWS::Lambda が起点が
あり、もう 1 つは AWS::Lambda::Function が起点があります。

491

AWS Lambda デベロッパーガイド
Lambda API でのアクティブトレースの有効化

この例では、関数セグメントを展開して、それの 3 つのサブセグメントが表示されています。
• 初期化 － 関数のロードと初期化コード (p. 22)の実行にかかった時間を表します。このサブセグメント
は、関数の各インスタンスが処理する最初のイベントに対してのみ表示されます。
• [Invocation] (呼び出し) - ハンドラーコードの実行に費やされた時間を表します。
• [Overhead] (オーバーヘッド) - Lambda ランタイムが次のイベントを処理するための準備に費やす時間
を表します。
HTTP クライアントをインストルメントし、SQL クエリを記録し、注釈とメタデータからカスタムサブセ
グメントを作成することもできます。詳細については、AWS X-Ray の「X-Ray SDK for .NET」を参照し
てください。
セクション
• Lambda API でのアクティブトレースの有効化 (p. 492)
• AWS CloudFormation でのアクティブトレースの有効化 (p. 493)

Lambda API でのアクティブトレースの有効化
AWS CLI または AWS SDK を使用してトレース設定を管理するには、以下の API オペレーションを使用
します。
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• GetFunctionConfiguration (p. 1001)
• CreateFunction (p. 938)
以下の例の AWS CLI コマンドは、my-function という名前の関数に対するアクティブトレースを有効にし
ます。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active

トレースモードは、関数のバージョンを公開するときのバージョン固有の設定の一部です。公開後のバー
ジョンのトレースモードを変更することはできません。
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AWS CloudFormation でのアクティブトレースの有効
化
AWS CloudFormation テンプレート内で AWS::Lambda::Function リソースに対するアクティブトレー
スを有効化するには、TracingConfig プロパティを使用します。

Example function-inline.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
TracingConfig:
Mode: Active
...

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) AWS::Serverless::Function リソースに、Tracing
プロパティを使用します。

Example template.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Tracing: Active
...
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PowerShell による Lambda 関数の構
築
以下のセクションでは、Lambda 関数のコードを PowerShell で記述する際に、一般的なプログラミングパ
ターンと主要概念がどのように適用されるかについて説明します。

.NET
名前

識別子

オペレーティング
システム

アーキテクチャ

廃止

.NET Core 3.1

dotnetcore3.1

Amazon Linux 2

x86_64、arm64

2023 年 1 月 20 日

.NET 6

dotnet6

Amazon Linux 2

x86_64、arm64

.NET 5

dotnet5.0

Amazon Linux 2

x86_64

Lambda は、PowerShell ランタイム用の次のサンプルアプリケーションを提供します。
• blank-powershell – ログ記録、環境変数、AWS SDK の使用方法を示す PowerShell 関数。
開始する前に、PowerShell の開発環境をまず設定する必要があります。これを行う手順については、
「PowerShell 開発環境の設定 (p. 495)」を参照してください。
AWSLambdaPSCore モジュールを使用してテンプレートからサンプルの PowerShell プロジェクトをダ
ウンロードし、PowerShell デプロイパッケージを作成して AWS クラウドに PowerShell 関数をデプロ
イする方法については、「.zip ファイルアーカイブを使用した PowerShell Lambda 関数のデプロイす
る (p. 496)」を参照してください。
トピック
• PowerShell 開発環境の設定 (p. 495)
• .zip ファイルアーカイブを使用した PowerShell Lambda 関数のデプロイする (p. 496)
• PowerShell の AWS Lambda 関数ハンドラー (p. 498)
• PowerShell の AWS Lambda context オブジェクト (p. 499)
• PowerShell の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 500)
• PowerShell の AWS Lambda 関数エラー (p. 505)
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PowerShell 開発環境の設定
Lambda では、PowerShell ランタイム用のツールとライブラリのセットを提供しています。インストール
手順については、GitHub の Lambda Tools for Powershell を参照してください。
AWSLambdaPSCore モジュールには、PowerShell Lambda 関数を作成して発行するために次の新しいコ
マンドレットがあります。
• Get-AWSPowerShellLambdaTemplate － 使用開始テンプレートのリストを返します。
• New-AWSPowerShellLambda － テンプレートに基づいて最初の PowerShell スクリプトを作成します。
• Publish-AWSPowerShellLambda － 特定の PowerShell スクリプトを Lambda に発行します。
• New-AWSPowerShellLambdaPackage － デプロイのための CI/CD システムに使用できる Lambda デプ
ロイパッケージを作成します。
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.zip ファイルアーカイブを使用した PowerShell
Lambda 関数のデプロイする
PowerShell ランタイム用のデプロイパッケージには、PowerShell スクリプト、PowerShell スクリプトに
必要な PowerShell モジュール および PowerShell Core をホストするために必要なアセンブリが含まれて
います。

Lambda 関数の作成
Lambda で PowerShell スクリプトの記述と呼び出しを開始するためには、New-AWSPowerShellLambda
コマンドレットを使用して、テンプレートに基づきながらスタータースクリプトを作成します。Lambda
にスクリプトをデプロイするには、Publish-AWSPowerShellLambda コマンドレットを使用します。そ
の後、コマンドラインあるいは Lambda コンソールから、スクリプトをテストできます。
新しい PowerShell スクリプトを作成してアップロードおよびテストするには、次を実行します。
1.

使用可能なテンプレートの一覧を表示するには、次のコマンドを実行します。
PS C:\> Get-AWSPowerShellLambdaTemplate
Template
-------Basic
CodeCommitTrigger
...

2.

Description
----------Bare bones script
Script to process AWS CodeCommit Triggers

Basic テンプレートに基づいてサンプルスクリプトを作成するには、次のコマンドを実行します。
New-AWSPowerShellLambda -ScriptName MyFirstPSScript -Template Basic

MyFirstPSScript.ps1 という名前の新しいファイルが現在のディレクトリの新しいサブディレク
イトリに作成されます。ディレクトリの名前は、-ScriptName パラメータに基づきます。別のディ
レクトリを選択するには、 -Directory パラメータを使用できます。
新しいファイルの内容は次のとおりに表示されます。
# PowerShell script file to run as a Lambda function
#
# When executing in Lambda the following variables are predefined.
#
$LambdaInput - A PSObject that contains the Lambda function input data.
#
$LambdaContext - An Amazon.Lambda.Core.ILambdaContext object that contains
information about the currently running Lambda environment.
#
# The last item in the PowerShell pipeline is returned as the result of the Lambda
function.
#
# To include PowerShell modules with your Lambda function, like the
AWSPowerShell.NetCore module, add a "#Requires" statement
# indicating the module and version.
#Requires -Modules @{ModuleName='AWSPowerShell.NetCore';ModuleVersion='3.3.618.0'}
# Uncomment to send the input to CloudWatch Logs
# Write-Host (ConvertTo-Json -InputObject $LambdaInput -Compress -Depth 5)

3.

ログメッセージがどのように PowerShell スクリプトから Amazon CloudWatch Logs に送信されるか
を表示するには、同じスクリプトの Write-Host 行のコメントを解除します。
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Lambda 関数からデータを返す方法を示すには、スクリプトの末尾に新しい行 ($PSVersionTable)
を追加します。これは、PowerShell パイプラインに $PSVersionTable を追加します。PowerShell
スクリプトが完了した後、PowerShell パイプラインの最後のオブジェクトは Lambda 関数に返された
データです。$PSVersionTable は、実行されている環境の情報も提供する PowerShell グローバル
変数です。
上述の変更を行った後のサンプルスクリプトの最後の 2 行は次のようになります。
Write-Host (ConvertTo-Json -InputObject $LambdaInput -Compress -Depth 5)
$PSVersionTable

4.

MyFirstPSScript.ps1 ファイルを編集したら、スクリプトの場所にディレクトリを変更します。
次に、次のコマンドを実行して、Lambda にスクリプトを発行します。
Publish-AWSPowerShellLambda -ScriptPath .\MyFirstPSScript.ps1 -Name
Region us-east-2

MyFirstPSScript -

-Name パラメータは Lambda 関数名を指定しますが、これは Lambda コンソールに表示されます。
この関数を使用して、手動でスクリプトを呼び出すことができます。
5.

AWS Command Line Interface (AWS CLI) invoke コマンドを使用して関数を呼び出します。
> aws lambda invoke --function-name MyFirstPSScript out
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PowerShell の AWS Lambda 関数ハンドラー
Lambda 関数が呼び出されると、Lambda ハンドラは PowerShell スクリプトを呼び出します。
PowerShell スクリプトが呼び出された場合、以下の変数は事前定義されます。
• $LambdaInput － ハンドラへの入力を含む PSObject。この入力は、イベントデータ (イベントソース
によって公開される)、あるいは文字列やカスタムデータオブジェクトなど、ユーザーが提供するカスタ
ム入力とすることができます。
• $LambdaContext － 現在の呼び出しに関する情報にアクセスするために使用でき
る、Amazon.Lambda.Core.ILambdaContext オブジェクト。アクセスできる情報には、現在の関数名、
メモリ制限、残りの実行時間、ログ記録があります。
例えば、次の PowerShell コードの例を考えてみます。
#Requires -Modules @{ModuleName='AWSPowerShell.NetCore';ModuleVersion='3.3.618.0'}
Write-Host 'Function Name:' $LambdaContext.FunctionName

このスクリプトは、$LambdaContext 変数から取得した FunctionName プロパティを返します。

Note
PowerShell スクリプト内の #Requires ステートメントを使用して、スクリプトが依存するモ
ジュールを指定するように求められます。このステートメントは 2 つの重要なタスクを実行しま
す。1) スクリプトが使用するモジュールを他のデベロッパーに伝え、そして 2) デプロイの一部
として、スクリプトでパッケージングするために AWS PowerShell ツールが必要とする依存モ
ジュールを識別します。PowerShell の #Requires ステートメントに関する詳細については、
「要件について」を参照してください。PowerShell デプロイパッケージについての詳細は、.zip
ファイルアーカイブを使用した PowerShell Lambda 関数のデプロイする (p. 496) を参照してくだ
さい。
PowerShell Lambda 関数が AWS PowerShell コマンドレットを使用する場合、#Requires ス
テートメントが、Windows PowerShell のみをサポートする AWSPowerShell モジュールでは
なく、PowerShell Core をサポートする AWSPowerShell.NetCore モジュールを参照するよう
に設定されていることを確認します。また、コマンドレットインポートプロセスを最適化する
AWSPowerShell.NetCore のバージョン 3.3.270.0 以降を使用していることも確認します。古
いバージョンを使用している場合、より長いコールドスタートが発生します。詳細については、
「AWS Tools for PowerShell」を参照してください。

データを返す
一部の Lambda 呼び出しには、呼び出し元にデータを返す目的があります。例えば、呼び出しが API
Gateway から送信されたウェブリクエストへの返答である場合、Lambda 関数はレスポンスを返す必要
があります。PowerShell Lambda の場合、PowerShell パイプラインに最後に追加されるオブジェクトは
Lambda 呼び出しから返されたデータです。オブジェクトが文字列の場合、返されるデータも文字列で
す。それ以外の場合、ConvertTo-Json コマンドレットを使用して、オブジェクトは JSON に変換され
ます。
例えば、PowerShell パイプラインに $PSVersionTable を追加する次の PowerShell ステートメントを検
討します。
$PSVersionTable

PowerShell スクリプトの終了後の PowerShell パイプラインの最後のオブジェクトは、Lambda 関数に返
されたデータです。$PSVersionTable は、実行されている環境の情報も提供する PowerShell グローバ
ル変数です。
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PowerShell の AWS Lambda context オブジェクト
関数を実行すると、Lambda は、$LambdaContext 変数をハンドラ (p. 498)で使用できるようにして、コ
ンテキスト情報を渡します。この変数は、呼び出し、関数、および実行関数に関する情報を含むメソッド
およびプロパティです。

context プロパティ
• FunctionName － Lambda 関数の名前。
• FunctionVersion － 関数のバージョン (p. 179)。
• InvokedFunctionArn － 関数を呼び出すために使用される Amazon リソースネーム (ARN)。呼び出
し元でバージョン番号またはエイリアスが指定されているかどうかを示します。
• MemoryLimitInMB － 関数に割り当てられたメモリの量。
• AwsRequestId － 呼び出しリクエストの ID。
• LogGroupName － 関数のロググループ。
• LogStreamName — 関数インスタンスのログストリーム。
• RemainingTime — 実行がタイムアウトするまでの残りのミリ秒数。
• Identity — (モバイルアプリケーション) リクエストを認可した Amazon Cognito ID に関する情報。
• ClientContext — (モバイルアプリケーション) クライアントアプリケーションが Lambda に提供した
クライアントコンテキスト。
• Logger － 関数のロガーオブジェクト (p. 500)。
次の PowerShell コードスニペットは、コンテキスト情報の一部を表示する単純なハンドラ関数を示してい
ます。
#Requires -Modules @{ModuleName='AWSPowerShell.NetCore';ModuleVersion='3.3.618.0'}
Write-Host 'Function name:' $LambdaContext.FunctionName
Write-Host 'Remaining milliseconds:' $LambdaContext.RemainingTime.TotalMilliseconds
Write-Host 'Log group name:' $LambdaContext.LogGroupName
Write-Host 'Log stream name:' $LambdaContext.LogStreamName
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PowerShell の AWS Lambda 関数ログ作成
AWS Lambda は、ユーザーに代わって Lambda 関数を自動的にモニタリングしAmazon CloudWatch に関
数メトリクスを送信します。Lambda 関数には、関数のインスタンスごとに CloudWatch Logs ロググルー
プとログストリームが用意されています。Lambda ランタイム環境は、各呼び出しの詳細をログストリー
ムに送信し、関数のコードからのログやその他の出力を中継します。
このページでは、AWS Command Line Interface、Lambda コンソール、または CloudWatch コンソールを
使用して、Lambda 関数のコードからログ出力を生成する方法、またはアクセスログを生成する方法につ
いて説明します。
セクション
• ログを返す関数の作成 (p. 500)
• Lambda コンソールの使用 (p. 501)
• CloudWatch コンソールの使用 (p. 501)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 502)
• ログの削除 (p. 504)

ログを返す関数の作成
関数コードからログを出力するには、Microsoft.PowerShell.Utility で cmdlets を使用するか、あるいは
stdout または stderr に書き込む任意のログ作成モジュールを使用できます。次の例では Write-Host
を使用しています。

Example function/Handler.ps1 － ログ記録
#Requires -Modules @{ModuleName='AWSPowerShell.NetCore';ModuleVersion='3.3.618.0'}
Write-Host `## Environment variables
Write-Host AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION=$Env:AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION
Write-Host AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME=$Env:AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME
Write-Host AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME=$Env:AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME
Write-Host AWS_EXECUTION_ENV=$Env:AWS_EXECUTION_ENV
Write-Host AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME=$Env:AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME
Write-Host PATH=$Env:PATH
Write-Host `## Event
Write-Host (ConvertTo-Json -InputObject $LambdaInput -Compress -Depth 3)

Example ログの形式
START RequestId: 56639408-xmpl-435f-9041-ac47ae25ceed Version: $LATEST
Importing module ./Modules/AWSPowerShell.NetCore/3.3.618.0/AWSPowerShell.NetCore.psd1
[Information] - ## Environment variables
[Information] - AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION=$LATEST
[Information] - AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME=/aws/lambda/blank-powershellfunction-18CIXMPLHFAJJ
[Information] - AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME=2020/04/01/
[$LATEST]53c5xmpl52d64ed3a744724d9c201089
[Information] - AWS_EXECUTION_ENV=AWS_Lambda_dotnet6_powershell_1.0.0
[Information] - AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME=blank-powershell-function-18CIXMPLHFAJJ
[Information] - PATH=/var/lang/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/:/bin:/opt/bin
[Information] - ## Event
[Information] {
"Records": [
{
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"messageId": "19dd0b57-b21e-4ac1-bd88-01bbb068cb78",
"receiptHandle": "MessageReceiptHandle",
"body": "Hello from SQS!",
"attributes": {
"ApproximateReceiveCount": "1",
"SentTimestamp": "1523232000000",
"SenderId": "123456789012",
"ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1523232000001"
},
...
END RequestId: 56639408-xmpl-435f-9041-ac47ae25ceed
REPORT RequestId: 56639408-xmpl-435f-9041-ac47ae25ceed Duration: 3906.38 ms Billed
Duration: 4000 ms Memory Size: 512 MB Max Memory Used: 367 MB Init Duration: 5960.19 ms
XRAY TraceId: 1-5e843da6-733cxmple7d0c3c020510040 SegmentId: 3913xmpl20999446 Sampled: true

.NET ランタイムは、呼び出しごとに START、END、および REPORT の各行を記録します。レポート行に
は、次の詳細が示されます。

レポートログ
• RequestId － 呼び出しの一意のリクエスト ID。
• 所要時間 － 関数のハンドラーメソッドがイベントの処理に費やした時間。
• 課金期間 － 呼び出しの課金対象の時間。
• メモリサイズ － 関数に割り当てられたメモリの量。
• 使用中の最大メモリ － 関数によって使用されているメモリの量。
• 初期所要時間 － 最初に処理されたリクエストについて、ハンドラーメソッド外で関数をロードしてコー
ドを実行するためにランタイムにかかった時間。
• XRAY TraceId － トレースされたリクエストの場合、AWS X-Ray のトレース ID (p. 731)。
• SegmentId － トレースされたリクエストの場合、X-Ray のセグメント ID。
• Sampled - トレースされたリクエストの場合、サンプリング結果。

Lambda コンソールの使用
Lambda コンソールを使用して、Lambda 関数を呼び出した後のログ出力を表示できます。詳細について
は、「AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs へのアクセス (p. 747)」を参照してください。

CloudWatch コンソールの使用
Amazon CloudWatch コンソールを使用して、すべての Lambda 関数呼び出しのログを表示できます。

CloudWatch コンソールでログを表示するには
1.

CloudWatch コンソールの [Log groups (ロググループ)] ページを開きます。

2.

機能のロググループを選択します( /aws/lambda/###)

3.

ログストリームを選択します

各ログストリームは、関数のインスタンス (p. 103)に相当します。ログストリームは、Lambda 関数を更
新したとき、および複数の同時呼び出しを処理するために追加のインスタンスが作成されたときに表示さ
れます。特定の呼び出しのログを検索するために、AWS X-Ray を使って関数をインストルメント化するこ
とをお勧めします。 X-Ray は、リクエストとログストリームの詳細をトレースに記録します。
ログとトレースを X-Ray に関連付けるサンプルアプリケーションを使用するには、AWS Lambda の Error
Processor サンプルアプリケーション (p. 829) を参照してください。
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AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI を使用して、--log-type コマンドオプションを使用して、呼び出しのログを取得できます。
レスポンスには、LogResultフィールドが含まれ、このフィールドには、呼び出しから base64 コードさ
れた最大 4 KB のログが含まれます。

Example ログ ID を取得します
次の例は、LogResultという名前の関数のmy-functionフィールドからログ ID を取得する方法を示し
ています。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail

次のような出力が表示されます。
{

"StatusCode": 200,
"LogResult":
"U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

}

Example ログをデコードします
同じコマンドプロンプトで、base64 ユーティリティを使用してログをデコードします。次の例は、myfunctionの base64 でエンコードされたログを取得する方法を示しています 。
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text | base64 -d

次のような出力が表示されます。
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5caf5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Duration: 79.67 ms
Billed
Duration: 80 ms
Memory Size: 128 MB
Max Memory Used: 73 MB

base64このユーティリティは、Linux、macOS、および Windows の Ubuntu で使用できます。macOS
ユーザーは、base64 -Dを使用する必要があります 。

Example get-logs.sh スクリプト
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを使用して、最後の 5 つのログイベントをダウンロードしま
す。このスクリプトはsedを使用して出力ファイルから引用符を削除し、ログが使用可能になるまで15秒
待機します。この出力には Lambda からのレスポンスと、get-log-events コマンドからの出力が含ま
れます。
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次のコードサンプルの内容をコピーし、Lambdaプロジェクトディレクトリにget-logs.shとして保存し
ます。
AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out -payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-name stream1
--limit 5

Example macOS および Linux(専用)
同じコマンドプロンプトで、macOS と Linux ユーザーが次のコマンドを実行して、スクリプトが実行可能
であることを確認する必要があります。
chmod -R 755 get-logs.sh

Example 最後の 5 つのログイベントを取得します
同じコマンドプロンプトで、次のスクリプトを実行して、最後の 5 つのログイベントを取得します。
./get-logs.sh

次のような出力が表示されます。
{
}
{

"StatusCode": 200,
"ExecutedVersion": "$LATEST"

"events": [
{
"timestamp": 1559763003171,
"message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
$LATEST\n",
"ingestionTime": 1559763003309
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",\r ...",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003173,
"message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r \"key\": \"value\"\r}\n",
"ingestionTime": 1559763018353
},
{
"timestamp": 1559763003218,
"message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
"ingestionTime": 1559763018353
},
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{

"timestamp": 1559763003218,
"message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\tDuration:
26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75 MB\t\n",
"ingestionTime": 1559763018353
}
],
"nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
"nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"

}

ログの削除
関数を削除しても、ロググループは自動的には削除されません。ログが無期限に保存されないようにする
には、ロググループを削除するか、ログが自動的に削除されるまでの保存期間を設定します。
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PowerShell の AWS Lambda 関数エラー
コードが原因でエラーが発生すると、Lambda によって、エラーの JSON 表現が生成されます。このエ
ラードキュメントは、呼び出しログ (同期呼び出しの場合は出力) で確認できます。
このページでは、Lambda コンソールおよびAWS CLIを使用して、Powershell ランタイムの Lambda 関数
の呼び出しエラーを表示する方法について説明します。
セクション
• 構文 (p. 505)
• 仕組み (p. 506)
• Lambda コンソールの使用 (p. 506)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する (p. 507)
• 他の AWS サービスでのエラー処理 (p. 507)
• 次のステップ (p. 508)

構文
次の PowerShell スクリプト例ステートメントを検討します。
throw 'The Account is not found'

この Lambda 関数を呼び出すと、終了中エラー例外がスローされ、AWS Lambda は次のエラーメッセージ
を返します。
{
}

"errorMessage": "The Account is not found",
"errorType": "RuntimeException"

errorType は RuntimeException であり、これは PowerShell によってスローされるデフォルト例外で
あることに留意してください。次のエラーをスローして、カスタムエラータイプを使用できます。
throw @{'Exception'='AccountNotFound';'Message'='The Account is not found'}

エラーメッセージは、errorType が AccountNotFound に設定されてシリアル化されます。
{
}

"errorMessage": "The Account is not found",
"errorType": "AccountNotFound"

エラーメッセージが不要になった場合は、エラーコード形式に文字列をスローできます。エラーコード形
式は、文字で開始し、残りは文字と数字のみが含まれる文字列であることが必要です。スペースまたはシ
ンボルは使用できません。
例えば、Lambda 関数に以下が含まれている場合。
throw 'AccountNotFound'

エラーは、次のようにシリアル化されます。
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{
}

"errorMessage": "AccountNotFound",
"errorType": "AccountNotFound"

仕組み
Lambda 関数を呼び出すと、Lambda は呼び出しリクエストを受け取り、実行ロールのアクセス許可を検
証し、イベントドキュメントが有効な JSON ドキュメントであることを確認し、パラメータ値をチェック
します。
リクエストが検証に合格した場合、Lambda は関数インスタンスにリクエストを送信します。Lambda ラ
ンタイム (p. 84)環境は、イベントドキュメントをオブジェクトに変換して、関数ハンドラーに渡します。
Lambda がエラーを検出した場合、例外のタイプ、メッセージ、およびエラーの原因を示す HTTP ステー
タスコードを返します。Lambda 関数を呼び出したクライアントまたはサービスは、エラーを処理する
か、エラーをエンドユーザーに渡すことができます。正しいエラー処理動作は、アプリケーションの種
類、対象ユーザー、エラーの原因によって異なります。
次の一覧は、Lambda から受信できるステータスコードの範囲を示したものです。
2xx
応答に X-Amz-Function-Error ヘッダーのある 2xx 番台のエラーは、Lambda ランタイムまたは
関数エラーを示します。2xx シリーズステータスコードは、Lambda がリクエストを受け入れたこと
を示しますが、エラーコードの代わりに、Lambda は、レスポンスに X-Amz-Function-Error ヘッ
ダーを含めることでエラーを示します。
4xx
4xx一連のエラーは、呼び出し元のクライアントまたはサービスが、要求を変更したり、許可を要
求したり、要求を再試行したりすることによって修正できるエラーを示します。4xx以外の一連のエ
ラーは、429 通常、リクエストのエラーを示します。
5xx
5xx シリーズエラーは、Lambda の問題、または関数の構成やリソースの問題を示します。5xx シ
リーズエラーは、ユーザーの操作なしで解決できる一時的な状態を示す場合があります。これらの問
題は、呼び出し側のクライアントやサービスでは対処できませんが、Lambda 関数の所有者によって
問題を解決できる場合があります。
呼び出しエラーの詳細な一覧については、「InvokeFunction エラー (p. 1030)」を参照してください。

Lambda コンソールの使用
テストイベントを設定し、出力を表示することで、Lambda コンソールで関数を呼び出すことができま
す。出力は関数の実行ログにも記録され、トレース (p. 731)が有効になっている場合は AWS X-Ray にも
記録されます。

Lambda コンソールで関数を呼び出すには
1.
2.
3.
4.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
テストする関数を選択し、[Test] (テスト) を選択します。
[Test event] (テストイベント) で、[New event] (新しいイベント) を選択します。
テンプレートを選択します。

5.

[Name] (名前) にテストの名前を入力します。テキスト入力ボックスに、JSON テストイベントを入力
します。
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6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

7.

[Test] (テスト) を選択します。

Lambda コンソールで、関数が同期的 (p. 232)に呼び出され、結果が表示されます。レスポンス、ログ、
その他の情報を表示するには、[Details (詳細)] セクションを展開します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する
AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープン
ソースツールです。このセクションの手順を完了するには、以下が必要です。
• AWS CLI - バージョン 2 のインストール
• AWS CLI - aws configure でのクイック設定
AWS CLI で Lambda 関数を呼び出すと、AWS CLI はレスポンスを 2 つのドキュメントに分割しま
す。AWS CLIのレスポンスがコマンドプロンプトに表示されます。エラーが発生した場合は、レスポンス
にはFunctionErrorフィールドが含まれます。関数によって返されたレスポンスまたはエラーは、出力
ファイルに書き込まれます。例えば、output.json、output.txt などです。
次の 読み出し コマンドの例は、関数を呼び出し、 呼び出し応答をoutput.txtファイルに書き込む方法
を示しています。
aws lambda invoke
\
--function-name my-function
\
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload '{"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"}' output.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
コマンドプロンプトにAWS CLIレスポンスが表示されるはずです:
{

}

"StatusCode": 200,
"FunctionError": "Unhandled",
"ExecutedVersion": "$LATEST"

output.txtファイル内に関数呼び出しレスポンスが表示されるはずです。同じコマンドプロンプトで、
次のコマンドを使用してコマンドプロンプトに出力を表示することもできます。
cat output.txt

コマンドプロンプトに呼び出し応答が表示されます。
また、Lambda は、関数のログに最大 256 KB のエラーオブジェクトを記録します。詳細については、
「PowerShell の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 500)」を参照してください。

他の AWS サービスでのエラー処理
別の AWS のサービスが関数を呼び出すと、サービスは呼び出しの種類と再試行動作を選択します。AWS
のサービスは、スケジュールに従って、リソースのライフサイクルイベントに応答して、またはユーザー
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からのリクエストを処理するために、関数を呼び出すことができます。サービスによっては、関数を非同
期に呼び出し、Lambda でエラーを処理する場合もあれば、再試行するか、ユーザーにエラーを返す場合
もあります。
例えば、API Gateway はすべての呼び出しエラーと関数エラーを内部エラーとして扱います。Lambda API
が呼び出しリクエストを拒否した場合、API Gateway は 500 エラーコードを返します。関数が実行され
てもエラーが返された場合、または誤った形式でレスポンスが返された場合、API Gateway は 502 エラー
コードを返します。エラーレスポンスをカスタマイズするには、コードでエラーをキャッチし、レスポン
スを必要な形式に加工する必要があります。
エラーの発生元とその原因を特定するには、AWS X-Ray を使用することをお勧めします。X-Ray を使用
すると、エラーが発生したコンポーネントを特定し、そのエラーの詳細を確認することができます。次の
例は、API Gateway から 502 応答が返された関数エラーを示しています。

詳細については、「AWS X-Ray で AWS Lambda を使用する (p. 731)」を参照してください。

次のステップ
• Lambda 関数に関するログ記録イベントを the section called “ログ記録” (p. 500) ページに表示する方法
を学びます。
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他のサービスで AWS Lambda を使用
する
AWS Lambda は、他の AWS のサービスと統合して、関数の呼び出しやその他のアクションを実行しま
す。一般的なユースケースをいくつか示します。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) などのリソースライフサイクルイベントに応答して関数
を呼び出します。詳細については、Amazon S3 での AWS Lambda の使用 (p. 677) を参照してくださ
い。
• 着信 HTTP リクエストに応答します。詳細については、チュートリアル: API Gateway で Lambda を使
用する (p. 521) を参照してください。
• キューからイベントを消費します。詳細については、Amazon SQS での Lambda の使用 (p. 712) を参
照してください。
• スケジュールに従って関数を実行します。詳細については、Amazon EventBridge (CloudWatch Events)
でAWS Lambdaを使用する (p. 548) を参照してください。
Lambda で使用しているサービスに応じて、呼び出しは、通常、次の 2 つの方法のいずれかで動作しま
す。イベントが呼び出しをトリガーするか、Lambda がキューまたはデータストリームをポーリングし、
キューまたはデータストリーム内のアクティビティに応答して関数を呼び出します。Lambda は、関数の
呼び出しを伴わない方法で Amazon Elastic File System および AWS X-Ray と統合します。
詳細については、「イベント駆動型の呼び出し (p. 511)」および「Lambda ポーリング (p. 511)」を参
照してください。または、次のセクションで目的のサービスを参照して、そのサービスを Lambda ととも
に使用する場合の情報へのリンクを見つけます。

サービスの一覧と詳細情報へのリンク
次の表で目的のサービスを検索し、使用すべき呼び出し方法を決定します。サービス名のリンクから、
サービス間の統合の設定方法に関する情報を検索します。これらのトピックには、関数のテストに使用で
きるイベントの例も含まれています。

Tip
この表のエントリは、サービス名のアルファベット順に示されています (「Amazon」または
「AWS」プレフィックスを除きます)。ブラウザの検索機能を使用して、リスト内のサービスを検
索することもできます。
サービス

呼び出し方法

Amazon Alexa (p. 514)

イベント駆動型、同期呼び出し

Amazon Managed Streaming for
Apache Kafka (p. 660)

Lambda ポーリング

セルフマネージド Apache
Kafka (p. 613)

Lambda ポーリング

Amazon API Gateway (p. 515)

イベント駆動型、同期呼び出し

AWS CloudFormation (p. 555)

イベント駆動型;、非同期呼び出し
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サービス

呼び出し方法

Amazon CloudFront
(Lambda@Edge) (p. 557)

イベント駆動型、同期呼び出し

Amazon EventBridge
(CloudWatch Events) (p. 548)

イベント駆動型;、非同期呼び出し

Amazon CloudWatch
Logs (p. 554)

イベント駆動型;、非同期呼び出し

AWS CodeCommit (p. 559)

イベント駆動型;、非同期呼び出し

AWS CodePipeline (p. 560)

イベント駆動型;、非同期呼び出し

Amazon Cognito (p. 569)

イベント駆動型、同期呼び出し

AWS Config (p. 570)

イベント駆動型;、非同期呼び出し

Amazon Connect (p. 571)

イベント駆動型、同期呼び出し

Amazon DynamoDB (p. 572)

Lambda ポーリング

Amazon Elastic File
System (p. 608)

特殊な統合

Elastic Load Balancing
(Application Load
Balancer) (p. 606)

イベント駆動型、同期呼び出し

AWS IoT (p. 610)

イベント駆動型;、非同期呼び出し

AWS IoT Events (p. 611)

イベント駆動型;、非同期呼び出し

Amazon Kinesis (p. 627)

Lambda ポーリング

Amazon Kinesis Data
Firehose (p. 626)

イベント駆動型、同期呼び出し

Amazon Lex (p. 649)

イベント駆動型、同期呼び出し

Amazon MQ (p. 652)

Lambda ポーリング

Amazon Simple Email
Service (p. 702)

イベント駆動型;、非同期呼び出し

Amazon Simple Notification
Service (p. 704)

イベント駆動型;、非同期呼び出し

Amazon Simple Queue
Service (p. 712)

Lambda ポーリング

Amazon Simple Storage
Service (p. 677) (Amazon S3)

イベント駆動型;、非同期呼び出し

Amazon Simple Storage Service
Batch (p. 698)

イベント駆動型、同期呼び出し

シークレットマネー
ジャー (p. 701)

イベント駆動型、同期呼び出し

AWS X-Ray (p. 731)

特殊な統合
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イベント駆動型の呼び出し
一部のサービスは、Lambda 関数を呼び出すことができるイベントを生成します。これらの種類のアーキ
テクチャの設計の詳細については、Lambda オペレータガイドの「イベント駆動型アーキテクチャ」を参
照してください。
イベント駆動型アーキテクチャを実装する場合、関数のリソースベースポリシー (p. 69)で、イベントを生
成するサービスに関数呼び出しのアクセス許可を付与します。次に、関数を呼び出すイベントを生成する
ようにサービスを構成します。
イベントは JSON 形式で構造化されたデータです。JSON 構造は、それを生成するサービスとイベントタ
イプによって異なりますが、すべて関数がイベントを処理するために必要なデータを含んでいます。
Lambda は、イベントドキュメントをオブジェクトに変換して関数ハンドラ (p. 12)に渡します。コ
ンパイル済み言語では、Lambda はライブラリのイベントタイプの定義を提供します。詳細について
は、使用する言語での関数構築に関するトピックを参照してください (「C# による Lambda 関数の構
築 (p. 461)」、「Go による Lambda 関数の構築 (p. 431)」、「Java による Lambda 関数の構築 (p. 390)」
または「PowerShell による Lambda 関数の構築 (p. 494)」) 。
サービスに応じて、イベント駆動型呼び出しは同期または非同期になります。
• 同期呼び出しの場合、イベントを生成するサービスは、関数からのレスポンスを待機します。そのサー
ビスは、関数がレスポンスで返す必要があるデータを定義します。サービスはエラー戦略を制御します
(エラー発生時に再試行するかどうかなど)。詳細については、the section called “同期呼び出し” (p. 232)
を参照してください。
• 非同期呼び出しの場合、Lambda は関数に渡す前に、イベントをキューに入れます。Lambda はイベン
トをキューに入れると、イベントを生成したサービスにすぐに成功レスポンスを送信します。関数が
イベントを処理した後、Lambda はイベント生成サービスにレスポンスを返しません。詳細について
は、the section called “非同期呼び出し” (p. 235) を参照してください。
同期的に呼び出された関数と非同期的に呼び出された関数のエラー処理を Lambda が管理する方法の詳細
については、「the section called “エラー処理” (p. 258)」を参照してください。

Lambda ポーリング
キューまたはデータストリームを生成するサービスの場合、Lambda でイベントソースマッピン
グ (p. 243)をセットアップして、Lambda がキューまたはデータストリームをポーリングするようにしま
す。
Lambda ポーリングアーキテクチャを実装する場合、関数の実行ロール (p. 53)内の他のサービスに
Lambda アクセス許可を付与します。Lambda は他のサービスからデータを読み取り、イベントを作成し
て関数を呼び出します。
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一般的な Lambda アプリケーションの種類とユー
スケース
AWS Lambda でアプリケーションを構築する場合のコアコンポーネントは、Lambda 関数とトリガーで
す。Lambda 関数とは、イベントを処理するコードやランタイムです。一方、トリガーとは、関数を呼び
出す AWS のサービスまたはアプリケーションです。説明のため、以下のシナリオを想定してください。
• ファイル処理 - 写真共有アプリケーションがあるとします。ユーザーはこのアプリケーションを使用
して、写真をアップロードし、アプリケーションがユーザーの写真を Amazon S3 バケットに保存しま
す。そこで、アプリケーションは各ユーザーの写真のサムネイルバージョンを作成し、ユーザーのプロ
フィールページに表示します。このシナリオでは、自動的にサムネイルを作成する Lambda 関数の作成
を選択できます。Amazon S3 はオブジェクト作成イベントを公開し、Lambda 関数を呼び出すことので
きる、サポートされた AWS イベントソースの 1 つです。Lambda 関数コードは S3 バケットから写真オ
ブジェクトを読み取り、サムネイルバージョンを作成して、それを別の S3 バケットに保存できます。
• データと分析 - 分析アプリケーションを構築して、raw データを DynamoDB テーブルに保存するとし
ます。テーブル内の項目を書き込み、更新、削除した場合、DynamoDB Streams は、項目の更新イベ
ントをテーブルに関連付けられたストリーミングに発行できます。この場合、イベントデータは、項目
キー、イベント名 (挿入、更新、削除など)、その他関連する詳細情報を提供します。raw データを集約
することで、カスタムメトリクスを生成する Lambda 関数を記述できます。
• ウェブサイト - ウェブサイトを作成して、Lambda でバックエンドロジックをホストするとしま
す。Amazon API Gateway を HTTP エンドポイントとして使用し、HTTP 経由で Lambda 関数を呼び出
せます。これにより、ウェブクライアントが API を呼び出し、API Gateway がリクエストを Lambda に
ルーティングできるようになります。
• モバイルアプリケーション - イベントを作成するカスタムモバイルアプリケーションがあるとします。
カスタムアプリケーションによって、発行されるイベントを処理するための Lambda 関数を作成できま
す。例えば、カスタムモバイルアプリケーション内のクリックを処理する Lambda 関数を設定できま
す。
AWS Lambda では、イベントソースとして、多くの AWS のサービスをサポートしています。詳細につい
ては、「他のサービスで AWS Lambda を使用する (p. 509)」を参照してください。これらのイベントソー
スを、Lambda 関数をトリガーするように設定する場合、Lambda 関数はイベントが発生すると自動的に
呼び出されます。追跡するイベントや、呼び出す Lambda 関数を識別するイベントソースマッピングを定
義します。
以下に、イベントソースの入門例およびエンドツーエンドエクスペリエンスの動作を説明します。

例 1: Amazon S3 はイベントをプッシュし、Lambda
関数を呼び出します。
Amazon S3 は、PUT、POST、COPY、DELETE オブジェクトイベントなど、異なる種類のイベント
をバケットに公開できます。バケットの通知機能を使用して、特定の種類のイベントが発生した場合に
Lambda 関数を呼び出し、Amazon S3 に指示するイベントソースマッピングを設定できます。
一般的な手順は以下のとおりです。
1. ユーザーはバケット内にオブジェクトを作成します。
2. Amazon S3 がオブジェクト作成イベントを検出します。
3. Amazon S3 は、実行ロール (p. 53)によって付与されたアクセス許可を使用して、Lambda 関数を呼び
出します。
4. AWS Lambda はイベントをパラメータとして指定し、Lambda 関数を実行します。
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例 2: AWS Lambda は Kinesis ストリームからイベ
ントを取り出し、Lambda 関数を呼び出します。

関数をバケット通知アクションとして呼び出すように、Amazon S3 を設定します。関数を呼び出すアクセ
ス許可を Amazon S3 に付与するには、関数のリソースベースのポリシー (p. 69)を更新します。

例 2: AWS Lambda は Kinesis ストリームからイベン
トを取り出し、Lambda 関数を呼び出します。
ポーリングベースのイベントソースの場合、AWS Lambda がソースをポーリングし、ソースでレコードが
検出されると、Lambda 関数が呼び出されます。
• CreateEventSourceMapping (p. 927)
• UpdateEventSourceMapping (p. 1114)
次の手順は、カスタムアプリケーションが Kinesis ストリーミングにどのようにレコードを書き込むかを
示します。
1. カスタムアプリケーションは Kinesis ストリームにレコードを書き込みます。
2. AWS Lambda はストリーミングのポーリングを継続し、サービスによってストリーミングに新しいレ
コードが検出されると Lambda 関数を呼び出します。AWS Lambda は、どのストリーミングをポーリ
ングし、どの Lambda 関数を呼び出すかを、Lambda でユーザーが作成したイベントソースマッピング
に基づいて判断します。
3. Lambda 関数は、受信イベントに伴って呼び出されます。
ストリーミングベースのイベントソースを使用する場合、イベントソースマッピングを AWS Lambda に
作成します。Lambda は、ストリームから項目を読み込み、関数を同期的に呼び出します。この関数を呼
び出すためのアクセス許可を Lambda に付与する必要はありませんが、ストリーミングから読み取るため
のアクセス許可は必要です。
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Alexa で AWS Lambda を使用する
Lambda 関数を使用して、Amazon Echo の音声アシスタント Alexa に新しいスキルを与えるサービスを
ビルドできます。Alexa Skills Kit は、Lambda 関数として実行している独自のサービスを使用して、新
しいスキルを作成するための API、ツール、およびドキュメントを提供します。Amazon Echo ユーザー
は、Alexa に質問やリクエストを行うことで、これらの新しいスキルにアクセスできます。
Alexa Skills Kit は GitHub で入手できます。
• Alexa Skills Kit SDK for Java
• Alexa Skills Kit SDK for Node.js
• Alexa Skills Kit SDK for Python

Example Alexa スマートホームイベント
{

}

"header": {
"payloadVersion": "1",
"namespace": "Control",
"name": "SwitchOnOffRequest"
},
"payload": {
"switchControlAction": "TURN_ON",
"appliance": {
"additionalApplianceDetails": {
"key2": "value2",
"key1": "value1"
},
"applianceId": "sampleId"
},
"accessToken": "sampleAccessToken"
}

詳細については、Alexa Skills Kit を使用したスキルの構築ガイドの「AWS Lambda Lambda 関数としてカ
スタムスキルをホストする」を参照してください。
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Amazon API Gateway で AWS Lambda を使用する
Amazon API Gateway を使用して、Lambda 関数の HTTP エンドポイントを持つウェブ API を作成できま
す。API Gateway は、HTTP リクエストを Lambda 関数にルーティングするウェブ API を、作成および文
書化するためのツールを提供します。認証および承認のコントロールにより、API へのアクセスを保護で
きます。API は、インターネット経由でトラフィックを処理することも、VPC 内でのみアクセス可能にす
ることもできます。
API 内のリソースは、GET や POST などの 1 つ以上のメソッドを定義します。メソッドには、Lambda
関数または別の統合タイプにリクエストをルーティングする統合があります。各リソースとメソッドを個
別に定義することも、特殊なリソースとメソッドタイプを使用して、パターンに一致するすべてのリクエ
ストを照合することもできます。プロキシリソースは、リソースの下にあるすべてのパスをキャッチしま
す。ANY メソッドは、すべての HTTP メソッドをキャッチします。
セクション
• エンドポイントの Lambda 関数への追加 (p. 515)
• プロキシ統合 (p. 515)
• イベント形式 (p. 516)
• レスポンスの形式 (p. 517)
• 許可 (p. 517)
• API Gateway API でのエラーの処理 (p. 519)
• API タイプの選択 (p. 520)
• サンプルアプリケーション (p. 521)
• チュートリアル: API Gateway で Lambda を使用する (p. 521)
• サンプル関数コード (p. 530)
• Lambda と API Gateway を使用してシンプルなマイクロサービスを作成する (p. 533)
• AWS SAMAPI Gateway アプリケーションの テンプレート (p. 534)

エンドポイントの Lambda 関数への追加
パブリックエンドポイントを Lambda 関数に追加するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[機能の概要] で、[トリガーを追加] を選択します。

4.

[ API Gateway ] を選択します。

5.

[Create an API] (API の作成) または [Use an existing API] (既存の API の使用) を選択します。
a.

[New API] (新しい API): [API type] (API タイプ) で、[HTTP API] を選択します。詳細については、
「API タイプ (p. 520)」を参照してください。

b.

[Existing API] (既存の API): ドロップダウンメニューから API を選択するか、API ID (r3pmxmplak
など) を入力します。

6.

[Security (セキュリティ)] で、[Open (開く)] を選択します。

7.

[Add] (追加) をクリックします。

プロキシ統合
API Gateway API は、ステージ、リソース、メソッド、および統合で構成されています。ステージとリ
ソースによって、エンドポイントのパスが決まります。
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API パス形式
• /prod/ - prod ステージおよびルートリソース。
• /prod/user - prod ステージおよび user リソース。
• /dev/{proxy+} - dev ステージ内の任意のルート。
• / - (HTTP API) デフォルトのステージおよびルートリソース。
Lambda 統合は、パスと HTTP メソッドの組み合わせを Lambda 関数にマッピングします。HTTP リクエ
ストのボディをそのまま渡すように (カスタム統合)、またはヘッダー、リソース、パス、メソッドなどす
べてのリクエスト情報を含むドキュメントにリクエストボディをカプセル化するように、API Gateway を
設定できます。

イベント形式
Amazon API Gateway は、HTTP リクエストの JSON 表現を含むイベントを使用して、関数を同期的
に (p. 232)呼び出します。カスタム統合の場合、イベントはリクエストのボディです。プロキシ統合の場
合、イベントは定義された構造を持ちます。次の例は、API Gateway REST API からのプロキシイベント
を示しています。

Example event.json API Gateway プロキシイベント (REST API)
{

"resource": "/",
"path": "/",
"httpMethod": "GET",
"requestContext": {
"resourcePath": "/",
"httpMethod": "GET",
"path": "/Prod/",
...
},
"headers": {
"accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
"accept-encoding": "gzip, deflate, br",
"Host": "70ixmpl4fl.execute-api.us-east-2.amazonaws.com",
"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36",
"X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-5e66d96f-7491f09xmpl79d18acf3d050",
...
},
"multiValueHeaders": {
"accept": [
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/
apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"
],
"accept-encoding": [
"gzip, deflate, br"
],
...
},
"queryStringParameters": null,
"multiValueQueryStringParameters": null,
"pathParameters": null,
"stageVariables": null,
"body": null,
"isBase64Encoded": false
}
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レスポンスの形式
API Gateway は関数からのレスポンスを待ち、その結果を発信者に中継します。カスタム統合の場合は、
統合レスポンスとメソッドレスポンスを定義して、関数からの出力を HTTP レスポンスに変換します。プ
ロキシ統合の場合、関数はレスポンスを特定の形式で表現して応答する必要があります。
次の例は、Node.js 関数からのレスポンスオブジェクトを示しています。レスポンスオブジェクト
は、JSON ドキュメントを含む成功した HTTP レスポンスを表します。

Example index.js - プロキシ統合レスポンスオブジェクト (Node.js)
var response = {
"statusCode": 200,
"headers": {
"Content-Type": "application/json"
},
"isBase64Encoded": false,
"multiValueHeaders": {
"X-Custom-Header": ["My value", "My other value"],
},
"body": "{\n \"TotalCodeSize\": 104330022,\n \"FunctionCount\": 26\n}"
}

Lambda ランタイムは、レスポンスオブジェクトを JSON にシリアル化し、API に送信します。API はレ
スポンスを解析し、それを使用して HTTP レスポンスを作成します。次に、そのレスポンスを元のリクエ
ストを実行したクライアントに送信します。

Example HTTP レスポンス
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: application/json
< Content-Length: 55
< Connection: keep-alive
< x-amzn-RequestId: 32998fea-xmpl-4268-8c72-16138d629356
< X-Custom-Header: My value
< X-Custom-Header: My other value
< X-Amzn-Trace-Id: Root=1-5e6aa925-ccecxmplbae116148e52f036
<
{
"TotalCodeSize": 104330022,
"FunctionCount": 26
}

許可
Amazon API Gateway は、関数のリソースベースのポリシー (p. 69)から関数を呼び出すアクセス許可を取
得します。API 全体に対する呼び出しアクセス許可を付与したり、ステージ、リソース、またはメソッド
に対する制限付きアクセスを付与したりできます。
Lambda コンソールまたは API Gateway コンソールを使用するか、AWS SAM テンプレートで API を関数
に追加すると、関数のリソースベースのポリシーが自動的に更新されます。関数ポリシーの例を以下に示
します。

Example 関数ポリシー
{

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

"Sid": "nodejs-apig-functiongetEndpointPermissionProd-BWDBXMPLXE2F",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apigateway.amazonaws.com"
},
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:nodejs-apigfunction-1G3MXMPLXVXYI",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "111122223333"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:execute-api:us-east-2:111122223333:ktyvxmpls1/*/GET/"
}
}
}
]
}

次の API オペレーションを使用して、関数ポリシーのアクセス許可を手動で管理できます。
• AddPermission (p. 915)
• RemovePermission (p. 1100)
• GetPolicy (p. 1023)
既存の API への呼び出しアクセス許可を付与するには、add-permission コマンドを使用します。
aws lambda add-permission --function-name my-function \
--statement-id apigateway-get --action lambda:InvokeFunction \
--principal apigateway.amazonaws.com \
--source-arn "arn:aws:execute-api:us-east-2:123456789012:mnh1xmpli7/default/GET/"

次のような出力が表示されます。
{

"Statement": "{\"Sid\":\"apigateway-test-2\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"Service\":\"apigateway.amazonaws.com\"},\"Action\":\"lambda:InvokeFunction\",\"Resource
\":\"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function\",\"Condition\":{\"ArnLike
\":{\"AWS:SourceArn\":\"arn:aws:execute-api:us-east-2:123456789012:mnh1xmpli7/default/GET
\"}}}"
}

Note
関数と API が異なるリージョンにある場合、ソース ARN のリージョン識別子は、API のリー
ジョンではなく、関数のリージョンと一致している必要があります。API Gateway が関数を呼び
出すと、API の ARN に基づくリソース ARN が使用されますが、その関数のリージョンと一致す
るように変更されます。
この例のソース ARN は、API のデフォルトステージにあるルートリソースの GET メソッドでの統合に
ID mnh1xmpli7 のアクセス許可を付与します。ソース ARN でアスタリスクを使用すると、複数のステー
ジ、メソッド、またはリソースにアクセス許可を付与できます。

リソースパターン
• mnh1xmpli7/*/GET/* - すべてのステージのすべてのリソースの GET メソッド。
• mnh1xmpli7/prod/ANY/user - prod ステージの user リソースにおけるすべてのメソッド。
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• mnh1xmpli7/*/*/* - すべてのステージのすべてのリソースの任意のメソッド。
ポリシーの表示とステートメントの削除の詳細については、「」を参照してくださいリソースベースのポ
リシーのクリーンアップ (p. 73)

API Gateway API でのエラーの処理
API Gateway はすべての呼び出しエラーと関数エラーを内部エラーとして扱います。Lambda API が呼
び出しリクエストを拒否した場合、API Gateway は 500 エラーコードを返します。関数が実行されても
エラーが返された場合、または誤った形式でレスポンスが返された場合、API Gateway は 502 を返し
ます。どちらの場合も、API Gateway からのレスポンスの本文は {"message": "Internal server
error"} です。

Note
API Gateway は、Lambda 呼び出しを再試行しません。Lambda がエラーを返す場合、API
Gateway はクライアントにエラーレスポンスを返します。
以下の例では、関数エラーになり API Gateway から 502 が返されたリクエストの X-Ray トレースマップ
を示しています。クライアントは一般的なエラーメッセージを受け取ります。

エラーレスポンスをカスタマイズするには、コードでエラーをキャッチし、レスポンスを必要な形式に加
工する必要があります。

Example index.js - エラーの形式加工
var formatError = function(error){
var response = {
"statusCode": error.statusCode,
"headers": {
"Content-Type": "text/plain",
"x-amzn-ErrorType": error.code
},
"isBase64Encoded": false,
"body": error.code + ": " + error.message
}
return response
}

API Gateway は、このレスポンスをカスタムステータスコードと本文を含む HTTP エラーに変換します。
トレースマップで、関数ノードが緑色なのは、エラーを処理したためです。
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API タイプの選択
API Gateway は、Lambda 関数を呼び出す 3 種類の API をサポートしています。
• HTTP API - 軽量で低レイテンシーの RESTful API。
• REST API - カスタマイズ可能で機能豊富な RESTful API。
• WebSocket API - 全二重通信のためにクライアントとの永続的な接続を維持するウェブ API。
HTTP API と REST API は、両方とも HTTP リクエストを処理し、レスポンスを返す RESTful API で
す。HTTP API は新しいバージョンであり、API Gateway バージョン 2 API を使用して構築されていま
す。HTTP API では、次の機能が新しく追加されました。

HTTP API の機能
• 自動デプロイ - ルートまたは統合を変更した場合、変更は自動デプロイが有効になっているステージに
自動的にデプロイされます。
• デフォルトステージ - API の URL のルートパスでリクエストを処理するデフォルトステージ
($default) を作成できます。名前付きステージの場合は、パスの先頭にステージ名を含める必要があ
ります。
• CORS 設定 - CORS ヘッダーを関数コードで手動で追加する代わりに、送信レスポンスに CORS ヘッ
ダーを追加するように API を設定できます。
REST API は、当初から API Gateway でサポートされている従来の RESTful API です。REST APIには現
在、より多くのカスタマイズ、統合、および管理機能があります。

REST API の機能
• 統合タイプ - REST API は、カスタム Lambda 統合をサポートします。カスタム統合では、リクエスト
のボディだけを関数に送信するか、関数に送信する前にリクエストボディに変換テンプレートを適用で
きます。
• アクセスコントロール - REST API では、認証と認可のためのより多くのオプションがサポートされて
います。
• モニタリングとトレース - REST API では、AWS X-Ray のトレースと追加のログ記録オプションがサ
ポートされます。
詳細な比較については、API Gateway デベロッパーガイドの HTTP API と REST API 間で選択する を参照
してください。
WebSocket API も API Gateway バージョン 2 API を使用し、同様の機能セットをサポートします。ク
ライアントと API 間の永続的な接続を活用できるアプリケーションには、WebSocket API を使用しま
す。WebSocket API は全二重通信を提供します。つまり、クライアントと API の両方がレスポンスを待た
ずにメッセージを継続的に送信できます。
HTTP API では、簡略化されたイベント形式 (バージョン 2.0) がサポートされています。次の例は、HTTP
API からのイベントを示しています。

Example event-v2.json - API Gateway プロキシイベント (HTTP API)
{

"version": "2.0",
"routeKey": "ANY /nodejs-apig-function-1G3XMPLZXVXYI",
"rawPath": "/default/nodejs-apig-function-1G3XMPLZXVXYI",
"rawQueryString": "",
"cookies": [
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"s_fid=7AABXMPL1AFD9BBF-0643XMPL09956DE2",
"regStatus=pre-register"

],
"headers": {
"accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/
apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
"accept-encoding": "gzip, deflate, br",
...
},
"requestContext": {
"accountId": "123456789012",
"apiId": "r3pmxmplak",
"domainName": "r3pmxmplak.execute-api.us-east-2.amazonaws.com",
"domainPrefix": "r3pmxmplak",
"http": {
"method": "GET",
"path": "/default/nodejs-apig-function-1G3XMPLZXVXYI",
"protocol": "HTTP/1.1",
"sourceIp": "205.255.255.176",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36"
},
"requestId": "JKJaXmPLvHcESHA=",
"routeKey": "ANY /nodejs-apig-function-1G3XMPLZXVXYI",
"stage": "default",
"time": "10/Mar/2020:05:16:23 +0000",
"timeEpoch": 1583817383220
},
"isBase64Encoded": true
}

詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの AWS Lambda integrations を参照してください。

サンプルアプリケーション
このガイドの GitHub リポジトリには、API Gateway 用の次のサンプルアプリケーションが含まれていま
す。
• Node.js を使用した API Gateway - AWS X-Ray のトレースが有効になっている REST API を作成する
AWS SAM テンプレートを持つ関数。これには、デプロイ、関数の呼び出し、API のテスト、およびク
リーンアップ用のスクリプトが含まれます。
Lambda には、Lambda コンソールで API Gateway アプリケーションを作成するために使用できるブルー
プリント (p. 20)とテンプレート (p. 21)も用意されています。

チュートリアル: API Gateway で Lambda を使用する
このチュートリアルでは、Amazon API Gateway を使用して REST API とリソース（DynamoDBManager)
を作成します。リソースで 1 つのメソッド (POST) を定義し、POST メソッドをバックアップする Lambda
関数 (LambdaFunctionOverHttps) を作成します。こうすると、HTTPS エンドポイントから API を呼
び出したときに API Gateway が Lambda 関数を呼び出します。
DynamoDBManager リソースで定義する POST メソッドでは、以下の Amazon DynamoDB オペレーショ
ンがサポートされます。
• 項目を作成、更新、削除する。
• 項目を読み取る。
• 項目をスキャンする。
• テストに使用できる、DynamoDB に関連していないその他のオペレーション (echo、ping)。
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API Gateway で Lambda を使用すると、次のような高度な機能も使用できます。
• フルリクエストパススルー – Lambda プロキシ (AWS_PROXY) 統合タイプを使用して、Lambda 関数で
(リクエストボディだけでなく) HTTP リクエスト全体を受信し、(レスポンスボディだけでなく) HTTP
レスポンスを設定できます。
• キャッチオールメソッド – ANY キャッチオールメソッドを使用して、API リソースのすべてのメソッド
を単一のマッピングで単一の Lambda 関数にマッピングできます。
• キャッチオールリソース - greedy パス変数 ({proxy+}) を使用して、リソースのすべてのサブパスを
Lambda 関数にマッピングできます。追加設定は必要ありません。
これらの API Gateway の機能の詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの「プロキシリソース
とのプロキシ統合を設定する」を参照してください。
セクション
• 前提条件 (p. 522)
• 実行ロールを作成する (p. 522)
• 関数を作成する (p. 524)
• 関数をテストする (p. 527)
• API Gateway を使用して REST API を作成する (p. 527)
• DynamoDB テーブルの作成 (p. 528)
• セットアップをテストする (p. 528)
• リソースのクリーンアップ (p. 290)

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。

実行ロールを作成する
実行ロール (p. 53)を作成します。この AWS Identity and Access Management (IAM) ロールは、カスタム
ポリシーを使用して、必要な AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可を Lambda 関数に付与し
ます。最初にポリシーを作成してから、実行ロールを作成する必要があります。

カスタムポリシーを作成するには
1.

IAM コンソールの [Policies (ポリシー)] ページを開きます。
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2.

[Create Policy (ポリシーの作成)] を選択します。

3.

[JSON] タブを選択して、次のカスタムポリシーを JSON エディタに貼り付けます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1428341300017",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "",
"Resource": "*",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Effect": "Allow"
}
]

このポリシーには、関数が DynamoDB と Amazon CloudWatch Logs にアクセスするためのアクセス
許可が含まれます。
4.

[Next: Tags (次へ: タグ)] を選択します。

5.

[次へ: レビュー] を選択します。

6.

[ポリシーの確認] でポリシーの [名前] に「lambda-apigateway-policy」と入力します。

7.

[Create policy] を選択します。

実行ロールを作成する
1.

IAM コンソールの [ロール] ページを開きます。

2.

[ロールの作成] を選択します。

3.

[信頼されたエンティティの種類を選択] で、[AWS サービス] を選択します。

4.

ユースケースに [Lambda] を選択します。

5.

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

6.

ポリシー検索ボックスに、「lambda-apigateway-policy」と入力します。

7.

検索結果で、作成したポリシー (lambda-apigateway-policy) を選択し、[次のステップ: タグ] を
選択します。

8.

次へ: レビューを選択します。

9.

[確認] の [ロール名] に「lambda-apigateway-role」と入力します。

10. [ロールの作成] を選択します。
11. [ロール] ページで、作成したロールの名前 (lambda-apigateway-role) を選択します。
12. [概要] ページで、[ロール ARN] をコピーします。これは、このチュートリアルの後半で必要になりま
す。
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関数を作成する
以下のコード例では、API Gateway イベント入力を受け取り、その入力に含まれるメッセージを処理しま
す。例示のため、このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。
Node.js

Example index.js
console.log('Loading function');
var AWS = require('aws-sdk');
var dynamo = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();
/**
* Provide an event that contains the following keys:
*
*
- operation: one of the operations in the switch statement below
*
- tableName: required for operations that interact with DynamoDB
*
- payload: a parameter to pass to the operation being performed
*/
exports.handler = function(event, context, callback) {
//console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
var operation = event.operation;
if (event.tableName) {
event.payload.TableName = event.tableName;
}

};

switch (operation) {
case 'create':
dynamo.put(event.payload, callback);
break;
case 'read':
dynamo.get(event.payload, callback);
break;
case 'update':
dynamo.update(event.payload, callback);
break;
case 'delete':
dynamo.delete(event.payload, callback);
break;
case 'list':
dynamo.scan(event.payload, callback);
break;
case 'echo':
callback(null, "Success");
break;
case 'ping':
callback(null, "pong");
break;
default:
callback(`Unknown operation: ${operation}`);
}

関数を作成するには
1.

サンプルコードを index.js のファイル名で保存します。

2.

デプロイパッケージを作成します。
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zip function.zip index.js

3.

create-function AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用して Lambda 関
数を作成します。role パラメータに、以前にコピーした実行ロールの Amazon リソースネーム
(ARN) を入力します。
aws lambda create-function --function-name LambdaFunctionOverHttps \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs12.x \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/lambda-apigateway-role

Python 3

Example LambdaFunctionOverHttps.py
from __future__ import print_function
import boto3
import json
print('Loading function')
def handler(event, context):
'''Provide an event that contains the following keys:
- operation: one of the operations in the operations dict below
- tableName: required for operations that interact with DynamoDB
- payload: a parameter to pass to the operation being performed
'''
#print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))
operation = event['operation']
if 'tableName' in event:
dynamo = boto3.resource('dynamodb').Table(event['tableName'])
operations = {
'create': lambda x: dynamo.put_item(**x),
'read': lambda x: dynamo.get_item(**x),
'update': lambda x: dynamo.update_item(**x),
'delete': lambda x: dynamo.delete_item(**x),
'list': lambda x: dynamo.scan(**x),
'echo': lambda x: x,
'ping': lambda x: 'pong'
}
if operation in operations:
return operations[operation](event.get('payload'))
else:
raise ValueError('Unrecognized operation "{}"'.format(operation))

関数を作成するには
1.

サンプルコードを LambdaFunctionOverHttps.py のファイル名で保存します。

2.

デプロイパッケージを作成します。
zip function.zip LambdaFunctionOverHttps.py
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3.

create-function AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用して Lambda 関
数を作成します。role パラメータに、以前にコピーした実行ロールの Amazon リソースネーム
(ARN) を入力します。
aws lambda create-function --function-name LambdaFunctionOverHttps \
--zip-file fileb://function.zip --handler LambdaFunctionOverHttps.handler --runtime
python3.8 \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/lambda-apigateway-role

Go

Example LambdaFunctionOverHttps.go
package main
import (
"context"
"fmt"
"github.com/aws/aws-lambda-go/events"
runtime "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)
func main() {
runtime.Start(handleRequest)
}
func handleRequest(ctx context.Context, request events.APIGatewayProxyRequest)
(events.APIGatewayProxyResponse, error) {
fmt.Printf("Processing request data for request %s.\n",
request.RequestContext.RequestID)
fmt.Printf("Body size = %d.\n", len(request.Body))
fmt.Println("Headers:")
for key, value := range request.Headers {
fmt.Printf("
%s: %s\n", key, value)
}
}

return events.APIGatewayProxyResponse{Body: request.Body, StatusCode: 200}, nil

関数を作成するには
1.

サンプルコードを LambdaFunctionOverHttps.go のファイル名で保存します。

2.

実行可能ファイルをコンパイルします。
GOOS=linux go build LambdaFunctionOverHttps.go

3.

デプロイパッケージを作成します。
zip function.zip LambdaFunctionOverHttps

4.

create-function AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用して Lambda 関
数を作成します。role パラメータに、以前にコピーした実行ロールの Amazon リソースネーム
(ARN) を入力します。
aws lambda create-function --function-name LambdaFunctionOverHttps \
--zip-file fileb://function.zip --handler LambdaFunctionOverHttps --runtime go1.x \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/lambda-apigateway-role
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関数をテストする
次のサンプルイベントデータを使用して、手動で Lambda 関数をテストします。関数は、invoke AWS
CLI コマンドまたは Lambda コンソール (p. 170)を使用して呼び出すことができます。

Lambda 関数をテストするには (AWS CLI)
1.

次の JSON を input.txt のファイル名で保存します。
{

}

2.

"operation": "echo",
"payload": {
"somekey1": "somevalue1",
"somekey2": "somevalue2"
}

次の invoke AWS CLI コマンドを実行します。
aws lambda invoke --function-name LambdaFunctionOverHttps \
--payload file://input.txt outputfile.txt --cli-binary-format raw-in-base64-out

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォ
ルト設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行
します。詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参
照してください。
3.

outputfile.txt ファイルで出力を確認します。

API Gateway を使用して REST API を作成する
このセクションでは、１つのリソース (DynamoDBManager) と １ つのメソッド (POST) を含む API
Gateway REST API (DynamoDBOperations) を作成します。POST メソッドを Lambda 関数に関連付け
ます。次に、設定をテストします。
API メソッドが HHTTP リクエストを受け取ると、API Gateway は Lambda 関数を呼び出します。

API を作成する
以下の手順では、API Gateway コンソールを使用して DynamoDBOperations REST API を作成します。

API を作成するには
1.
2.

API Gateway コンソールを開きます。
[Create API] を選択します。

3.
4.
5.

[REST API] ボックスで、[構築] を選択します。
[Create new API (新しい API の作成)] で、[New API (新しい API)] を選択します。
[設定] で、次のいずれかを実行します。

6.

1. [API 名] に「DynamoDBOperations」と入力します。
2. [エンドポイントタイプ] で、[リージョン] を選択します。
API の作成 を選択します。

API でリソースを作成する
以下のステップでは、DynamoDBManager という名前のリソースを REST API に作成します。
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リソースを作成するには
1.

API Gateway コンソール] の API の [リソース] ツリーでルート (/) レベルが強調表示されていること
を確認します。[アクション] メニューで、[リソースの作成] を選択します。

2.

[新しい子リソース] で、次の作業を行います。
1. [Resource Name (リソース名)] に DynamoDBManager と入力します。
2. [リソースパス] は /dynamodbmanager のままにします。

3.

[リソースの作成] を選択します。

リソースに POST メソッドを作成する
以下のステップでは、前のセクションで作成した DynamoDBManager リソースに POST メソッドを作成し
ます。

メソッドを作成するには
1.

API Gateway コンソール] の API の [リソース] ツリーで /dynamodbmanager が強調表示されている
ことを確認します。[アクション]、[メソッドの作成] の順に選択します。

2.

/dynamodbmanager の下に表示される小さなドロップダウンメニューで [POST] を選択し、チェック
マークアイコンを選択します。

3.

メソッドの[セットアップ] ペインで、次の操作を行います。
1. [Integration type (統合タイプ)] で、[Lambda Function (Lambda 関数)] を選択します。
2. [Lambda リージョン]で、Lambda 関数と同じ AWS リージョンを選択します。
3. [Lambda 関数] に関数の名前 (LambdaFunctionOverHttps) を入力します。
4. [デフォルトのイムアウトの使用] を選択します。
5. [Save] を選択します。

4.

[Lambda 関数に権限を追加する] ダイアログボックスで、[OK] を選択します。

DynamoDB テーブルの作成
Lambda 関数が使用する DynamoDB テーブルを作成します。

DynamoDB テーブルを作成するには
1.

DynamoDB コンソールで [Tables (テーブル)] ページを開きます。

2.

[Create table] (テーブルの作成) を選択します。

3.

[テーブルの詳細] で、次の操作を行います。
1. [テーブル名] に「lambda-apigateway」と入力します。
2. [パーティションキー] に「id」と入力し、データ型を [文字列] のままにします。

4.

[設定] は [デフォルト設定] のままにします。

5.

[Create table] (テーブルの作成) を選択します。

セットアップをテストする
これで設定をテストする準備ができました。リクエストは、API Gateway コンソールから POST メソッド
に直接送信できます。このステップでは、create オペレーションの後に updateオペレーションを使用
します。
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DynamoDB テーブルに項目を作成するには
Lambda 関数では、create オペレーションを使用して DynamoDB テーブル内に項目を作成できます。
1.

API Gateway コンソールで、REST API の名前 (DynamoDBOperations) を選択します。

2.

[リソース] ツリーで、/dynamodbmanager の下の POST メソッドを選択します。

3.

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

4.

[メソッドテスト] ペインで、[クエリ文字列] と [ヘッダー] を空のままにします。[リクエスト本文] に以
下の JSON を貼り付けます。
{

}

5.

"operation": "create",
"tableName": "lambda-apigateway",
"payload": {
"Item": {
"id": "1234ABCD",
"number": 5
}
}

[Test] (テスト) を選択します。

テスト結果に create オペレーションが成功したことを示すステータス (200) が表示されま
す。DynamoDB テーブルに "id": "1234ABCD" と "number": "5" を含む項目が含まれていることを
確認します。

DynamoDB テーブルの項目を更新するには
update オペレーションを使用してテーブル内の項目を更新することもできます。
1.

API Gateway コンソールで POST メソッドの [メソッドテスト] ペインに戻ります。

2.

[メソッドテスト] ペインで、[クエリ文字列] と [ヘッダー] を空のままにします。[リクエスト本文] に以
下の JSON を貼り付けます。
{

}

3.

"operation": "update",
"tableName": "lambda-apigateway",
"payload": {
"Key": {
"id": "1234ABCD"
},
"AttributeUpdates": {
"number": {
"Value": 10
}
}
}

[Test] (テスト) を選択します。

テスト結果に update オペレーションが成功したことを示すステータス (200) が表示されます。かくに
DynamoDB テーブルに "id": "1234ABCD" と "number": "10" を含む更新済みの項目が含まれている
ことを確認します。
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リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

作成した関数を選択します。

3.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。

4.

[削除] を選択します。

実行ロールを削除するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.

作成した実行ロールを選択します。

3.

[ロールの削除] を選択します。

4.

[はい、削除します] を選択します。

API を削除するには
1.

API Gateway コンソールで API のページを開きます。

2.

作成した API を選択します。

3.

[ Actions] で、[Delete ] を選択します。

4.

[削除] を選択します。

DynamoDB テーブルを削除するには
1.

DynamoDB コンソールで [Tables (テーブル)] ページを開きます。

2.

作成したテーブルを選択します。

3.

[削除] を選択します。

4.

テキストボックスに「delete」と入力します。

5.

[削除] を選択します。

サンプル関数コード
サンプルコードは以下の言語で利用可能です。
トピック
• Node.js (p. 530)
• Python 3 (p. 531)
• Go (p. 532)

Node.js
次の例では、API Gateway からメッセージを処理し、リクエストメソッドに基づいて DynamoDB ドキュ
メントを管理します。
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Example index.js
console.log('Loading function');
var AWS = require('aws-sdk');
var dynamo = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();
/**
* Provide an event that contains the following keys:
*
*
- operation: one of the operations in the switch statement below
*
- tableName: required for operations that interact with DynamoDB
*
- payload: a parameter to pass to the operation being performed
*/
exports.handler = function(event, context, callback) {
//console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
var operation = event.operation;
if (event.tableName) {
event.payload.TableName = event.tableName;
}

};

switch (operation) {
case 'create':
dynamo.put(event.payload, callback);
break;
case 'read':
dynamo.get(event.payload, callback);
break;
case 'update':
dynamo.update(event.payload, callback);
break;
case 'delete':
dynamo.delete(event.payload, callback);
break;
case 'list':
dynamo.scan(event.payload, callback);
break;
case 'echo':
callback(null, "Success");
break;
case 'ping':
callback(null, "pong");
break;
default:
callback(`Unknown operation: ${operation}`);
}

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、「.zip
ファイルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297)」を参照してください。

Python 3
次の例では、API Gateway からメッセージを処理し、リクエストメソッドに基づいて DynamoDB ドキュ
メントを管理します。

Example LambdaFunctionOverHttps.py
from __future__ import print_function
import boto3
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import json
print('Loading function')
def handler(event, context):
'''Provide an event that contains the following keys:
- operation: one of the operations in the operations dict below
- tableName: required for operations that interact with DynamoDB
- payload: a parameter to pass to the operation being performed
'''
#print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))
operation = event['operation']
if 'tableName' in event:
dynamo = boto3.resource('dynamodb').Table(event['tableName'])
operations = {
'create': lambda x: dynamo.put_item(**x),
'read': lambda x: dynamo.get_item(**x),
'update': lambda x: dynamo.update_item(**x),
'delete': lambda x: dynamo.delete_item(**x),
'list': lambda x: dynamo.scan(**x),
'echo': lambda x: x,
'ping': lambda x: 'pong'
}
if operation in operations:
return operations[operation](event.get('payload'))
else:
raise ValueError('Unrecognized operation "{}"'.format(operation))

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、「.zip
ファイルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339)」を参照してください。

Go
次の例では、API Gateway からのメッセージを処理し、リクエストに関する情報を記録します。

Example LambdaFunctionOverHttps.go
import (
"context"
"fmt"
"github.com/aws/aws-lambda-go/events"
runtime "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)
func main() {
runtime.Start(handleRequest)
}
func handleRequest(ctx context.Context, request events.APIGatewayProxyRequest)
(events.APIGatewayProxyResponse, error) {
fmt.Printf("Processing request data for request %s.\n",
request.RequestContext.RequestID)
fmt.Printf("Body size = %d.\n", len(request.Body))
fmt.Println("Headers:")
for key, value := range request.Headers {
fmt.Printf("
%s: %s\n", key, value)
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}
}

return events.APIGatewayProxyResponse{Body: request.Body, StatusCode: 200}, nil

go build を使って実行可能ファイルを構築し、デプロイパッケージを作成します。手順について
は、.zip ファイルアーカイブを使用して Go Lambda 関数をデプロイする (p. 439) を参照してください。

Lambda と API Gateway を使用してシンプルなマイク
ロサービスを作成する
このチュートリアルでは、Lambda コンソールを使用して Lambda 関数を作成し、Amazon API Gateway
エンドポイントを使用してこの関数をトリガーします。Lambda 関数をトリガーするためのエンドポイン
トの呼び出しには、任意の方法 (GET、POST、PATCH など) を使用できます。エンドポイントが呼び出さ
れると、リクエスト全体が Lambda 関数にパススルーされます。関数のアクションはエンドポイントの呼
び出し方法によって決まります。
• DELETE: DynamoDB テーブルから項目を削除します
• GET: テーブルをスキャンし、すべての項目を返します
• POST: 項目を作成します
• PUT: 項目を更新します

Amazon API Gateway を使用して API を作成する
このセクションのステップに従って、新しい Lambda 関数とそれをトリガーする API Gateway エンドポイ
ントを作成します。

API を作成するには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS Lambda コンソールを開きます。

2.
3.

[Create Lambda function] を選択します。
[設計図の使用] を選択します。

4.

検索バーに「microservice」と入力します。 microservice-http-endpoint 設計図を選択します。
以下の設定値で設定します。

5.

• Name - lambda-microservice。
• Role – AWS ポリシーテンプレートから新しいロールを作成します。
• Role name – lambda-apigateway-role。
• Policy templates – シンプルなマイクロサービスのアクセス許可。
• API – API キーを作成します。
• API タイプ – HTTP API。
• Security – オープン。
[Create function] (関数の作成) を選択します。
ウィザードを完了して関数を作成すると、選択した API 名の下に Lambda によって lambdamicroservice というプロキシリソースが作成されます。プロキシリソースの詳細については、「プロキ
シリソースのプロキシ統合を設定する」を参照してください。
プロキシリソースには、AWS_PROXY 統合タイプおよびキャッチオールメソッドである ANY がありま
す。AWS_PROXY 統合タイプでは、デフォルトのマッピングテンプレートを適用してリクエスト全体を
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Lambda 関数にパススルーし、Lambda 関数の出力を HTTP レスポンスに変換します。ANY メソッド
は、GET、POST、PATCH、DELETE などを含むすべてのサポートされているメソッドに対して同じ統合設
定を定義します。

HTTPS リクエストの送信をテストする
このステップでは、コンソールを使用して Lambda 関数をテストします。さらに、curl コマンドを実行
してエンドツーエンドの使い勝手をテストできます。つまり、HTTPS リクエストを API メソッドに送信
し、Amazon API Gateway で Lambda 関数を呼び出します。このステップを完了するには、DynamoDB
テーブルを作成し、「MyTable」という名前を付けたことを確認します。詳細については、「ストリーミ
ングが有効になった DynamoDB テーブルを作成する (p. 588)」を参照してください。

API をテストするには
1.

lambda-microservice 関数をLambda コンソールで開いていた状態で、[ テスト ] タブを選択しま
す。

2.

[ 新しいイベント ] を選択します。

3.

[ Hello World ] テンプレートを選択します。

4.
5.

名前 にテストイベント名を入力します。
テキスト入力パネルで、既存のテキストを次のように置き換えます。
{

"httpMethod": "GET",
"queryStringParameters": {
"TableName": "MyTable"
}

}

この GET コマンドは、DynamoDB テーブルをスキャンし、見つかったすべての項目を返します。
6.

上記のテキストを入力したら、[テスト] を選択します。

テストは成功しました。関数のレスポンスで、次の内容が表示されます。
{

}

"statusCode": "200",
"body": "{\"Items\":[],\"Count\":0,\"ScannedCount\":0}",
"headers": {
"Content-Type": "application/json"
}

AWS SAMAPI Gateway アプリケーションの テンプ
レート
チュートリアル (p. 521)の Lambda アプリケーションのサンプル AWS SAM テンプレートを以下に示し
ます。下のテキストをファイルにコピーし、以前作成した ZIP パッケージの隣に保存します。Handler
および Runtime パラメータ値は、前のセクションで関数を作成したときのものと一致する必要がありま
す。

Example template.yaml
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
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LambdaFunctionOverHttps:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs12.x
Policies: AmazonDynamoDBFullAccess
Events:
HttpPost:
Type: Api
Properties:
Path: '/DynamoDBOperations/DynamoDBManager'
Method: post

パッケージおよびデプロイコマンドを使用してサーバーレスアプリケーションをパッケージングしてデプ
ロイする方法については、AWS Serverless Application Model 開発者ガイドの「サーバーレスアプリケー
ションのデプロイ」を参照してください。

535

AWS Lambda デベロッパーガイド
CloudTrail

で AWS Lambda を使用するAWS CloudTrail
AWS CloudTrailは、ユーザーやロール、AWSサービスによって実行されたアクションを記録するサービス
です。CloudTrail は、API コールをイベントとしてキャプチャします。AWS アカウントのイベントの継続
的な記録については、証跡を作成します。追跡により、CloudTrail はイベントのログファイルを Amazon
S3 バケットに配信できます。
Amazon S3 のバケット通知機能を利用して、Amazon S3 にオブジェクト作成イベントを AWS Lambda に
発行するよう指示します。CloudTrail が S3 バケットにログを書き込むごとに、Amazon S3 は、Amazon
S3 のオブジェクト作成イベントをパラメーターとして渡すことで、Lambda 関数を呼び出すことができま
す。その S3 イベントでは、CloudTrail で作成されたログオブジェクトのバケット名とキー名などの情報が
提供されます。Lambda 関数のコードで、ログオブジェクトを読み取り、CloudTrail でログ記録されたア
クセスレコードを処理できます。例えば、アカウントで特定の API コールが行われた場合に通知するため
の Lambda 関数のコードを記述できます。
このシナリオでは、CloudTrail によって S3 バケットにアクセスログが書き込まれます。AWS Lambda に
ついては Amazon S3 がイベントソースであるため、Amazon S3 が AWS Lambda にイベントを発行して
Lambda 関数を呼び出します。

Example CloudTrail ログ
{

"Records":[
{
"eventVersion":"1.02",
"userIdentity":{
"type":"Root",
"principalId":"123456789012",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId":"123456789012",
"accessKeyId":"access-key-id",
"sessionContext":{
"attributes":{
"mfaAuthenticated":"false",
"creationDate":"2015-01-24T22:41:54Z"
}
}
},
"eventTime":"2015-01-24T23:26:50Z",
"eventSource":"sns.amazonaws.com",
"eventName":"CreateTopic",
"awsRegion":"us-east-2",
"sourceIPAddress":"205.251.233.176",
"userAgent":"console.amazonaws.com",
"requestParameters":{
"name":"dropmeplease"
},
"responseElements":{
"topicArn":"arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:exampletopic"
},
"requestID":"3fdb7834-9079-557e-8ef2-350abc03536b",
"eventID":"17b46459-dada-4278-b8e2-5a4ca9ff1a9c",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"123456789012"
},
{
"eventVersion":"1.02",
"userIdentity":{
"type":"Root",
"principalId":"123456789012",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId":"123456789012",

536

AWS Lambda デベロッパーガイド
CloudTrail
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext":{
"attributes":{
"mfaAuthenticated":"false",
"creationDate":"2015-01-24T22:41:54Z"
}
}

}

]

}

},
"eventTime":"2015-01-24T23:27:02Z",
"eventSource":"sns.amazonaws.com",
"eventName":"GetTopicAttributes",
"awsRegion":"us-east-2",
"sourceIPAddress":"205.251.233.176",
"userAgent":"console.amazonaws.com",
"requestParameters":{
"topicArn":"arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:exampletopic"
},
"responseElements":null,
"requestID":"4a0388f7-a0af-5df9-9587-c5c98c29cbec",
"eventID":"ec5bb073-8fa1-4d45-b03c-f07b9fc9ea18",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"123456789012"

Amazon S3 をイベントソースとして設定する方法の詳細については、Amazon S3 での AWS Lambda の使
用 (p. 677) を参照してください。
トピック
• CloudTrail を用いた Lambda API コールのログへの記録 (p. 538)
• チュートリアル: AWS CloudTrail イベントで Lambda 関数をトリガーする (p. 541)
• サンプル関数コード (p. 546)
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CloudTrail を用いた Lambda API コールのログへの記
録
Lambda は、AWS CloudTrail と統合されています。 これは、Lambda のユーザー、ロール、または AWS
のサービスで実行されたアクションを記録するためのサービスです。CloudTrail は Lambda に対する 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、Lambda コンソールの呼
び出しと、Lambda API 操作へのコード呼び出しが含まれます。証跡を作成することで、Lambda のイ
ベントを含む Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへの CloudTrail イベントに関す
る、継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの
Event history (イベント履歴)で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用し
て、Lambda に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエストを実行したユーザー、リクエ
スト日時などの詳細を確認できます。
CloudTrail を設定して有効にする方法などの詳細については、 ユーザーガイドを参照してください。AWS
CloudTrail

CloudTrail での Lambda に関する情報
AWS アカウントを作成すると、そのアカウントに対して CloudTrail が有効になります。Lambda でサ
ポートされているイベントアクティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベン
ト履歴) の他の AWS のサービスのイベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベン
トは、AWSアカウントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「AWS CloudTrail ユー
ザーガイド」の「Viewing events with CloudTrail event history」(CloudTrail イベント履歴でのイベントの
表示) を参照してください。
Lambda のイベントなど、AWS アカウント内のイベントを継続的に記録するには、証跡を作成します。追
跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソー
ルで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョンに適用されます。証跡では、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がログに記録され、指定した S3 バケットにログファイルが
配信されます。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づく対
応するためにその他の AWS サービスを設定できます。
詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド:」の以下のトピックを参照してください。
• 証跡作成の概要
• CloudTrail がサポートされているサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから
CloudTrail ログファイルを受け取る」
各ログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。ログ内のユーザー ID 情報は、リク
エストが、ルートまたは AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーの認証情報を使用して送信
されたか、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キュリティ認証情報を使用して送信さ
れたか、あるいは別の AWS のサービスによって送信されたかを確認するのに役立ちます。詳細について
は、CloudTrail ログイベントリファレンスの userIdentity フィールドを参照してください。
必要な場合はログファイルを自身のバケットに保管できますが、ログファイルを自動的にアーカイブま
たは削除するにように Amazon S3 ライフサイクルルールを定義することもできます。デフォルトでは
Amazon S3 のサーバー側の暗号化 (SSE) を使用して、ログファイルが暗号化されます。
ログファイルの配信時にすぐにアクションを実行したい場合は、新しいログファイルが配信された時点で
CloudTrail から Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知が発行されるように指定します。
詳細については、CloudTrail 用の Amazon SNS 通知の設定を参照してください。
また、複数のリージョンと複数の AWS アカウントからの Lambda ログファイルを単一の S3 バケットに
集約することも可能です。詳細については、「CloudTrail ログファイルの操作」を参照してください。
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サポートされる Lambda API アクションのリスト
Lambda は、CloudTrail ログファイルのイベントとして、次のアクションのログ記録をサポートします。

Note
CloudTrail ログファイルではeventNameに日付やバージョン情報が含まれる場合が
ありますが、同じ公開 API を指しています。たとえば、GetFunctionのアクション
が"GetFunction20150331"として表示される場合があります。特定のアクションとし
てeventNameを表示するには、イベント履歴のログファイルエントリを表示します。詳細
については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「Viewing events with CloudTrail event
history」(CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示) を参照してください。
• AddLayerVersionPermission (p. 911)
• AddPermission (p. 915)
• CreateEventSourceMapping (p. 927)
• CreateFunction (p. 938)
(Environment および ZipFile パラメータは、CreateFunction では CloudTrail ログから省かれま
す)。
• CreateFunctionUrlConfig
• DeleteEventSourceMapping (p. 959)
• DeleteFunction (p. 965)
• DeleteFunctionUrlConfig
• GetEventSourceMapping (p. 986)
• GetFunction (p. 992)
• GetFunctionUrlConfig
• GetFunctionConfiguration (p. 1001)
• GetLayerVersionPolicy (p. 1021)
• GetPolicy (p. 1023)
• ListEventSourceMappings (p. 1041)
• ListFunctions (p. 1048)
• ListFunctionUrlConfigs
• PublishLayerVersion (p. 1072)
(ZipFile パラメータは、PublishLayerVersion では CloudTrail ログから省かれます)。
• RemovePermission (p. 1100)
• UpdateEventSourceMapping (p. 1114)
• UpdateFunctionCode (p. 1124)
(ZipFile パラメータは、UpdateFunctionCode では CloudTrail ログから省かれます)。
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
(Environment パラメータは、UpdateFunctionConfiguration では CloudTrail ログから省かれま
す)。
• UpdateFunctionUrlConfig

Lambda のログファイルエントリを理解する
CloudTrailログファイルには、複数のJSON形式イベントで構成される1つ以上のログエントリを記録でき
ます。ログエントリは任意の送信元からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、パラ
メータ、アクションの日時などに関する情報を含みます。ログエントリは、特定の順序になるように生成
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されるわけではありません。つまり、パブリック API 呼び出しの順序付けられたスタックトレースではあ
りません。
以下は、GetFunction アクションと DeleteFunction アクションの CloudTrail ログエントリの例で
す。

Note
eventNameには、"GetFunction20150331"のような日付やバージョン情報が含まれることが
ありますが、同じ公開 API を指しています。
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName",
"accountId": "999999999999",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "myUserName"
},
"eventTime": "2015-03-18T19:03:36Z",
"eventSource": "lambda.amazonaws.com",
"eventName": "GetFunction",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "Python-httplib2/0.8 (gzip)",
"errorCode": "AccessDenied",
"errorMessage": "User: arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName is not
authorized to perform: lambda:GetFunction on resource: arn:aws:lambda:uswest-2:999999999999:function:other-acct-function",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "7aebcd0f-cda1-11e4-aaa2-e356da31e4ff",
"eventID": "e92a3e85-8ecd-4d23-8074-843aabfe89bf",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "999999999999"
},
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName",
"accountId": "999999999999",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "myUserName"
},
"eventTime": "2015-03-18T19:04:42Z",
"eventSource": "lambda.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteFunction",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "Python-httplib2/0.8 (gzip)",
"requestParameters": {
"functionName": "basic-node-task"
},
"responseElements": null,
"requestID": "a2198ecc-cda1-11e4-aaa2-e356da31e4ff",
"eventID": "20b84ce5-730f-482e-b2b2-e8fcc87ceb22",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "999999999999"
}
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}

CloudTrail を使用した関数の呼び出しの証跡
CloudTrail はデータイベントもログに記録します。Lambda 関数が呼び出されるたびにイベントをログに
記録するように、データイベントのログ記録を有効にすることができます。この機能は、関数の呼び出し
元の ID とその呼び出しの頻度を把握するのに役立ちます。このオプションの詳細については、「証跡の
データイベントのログ記録」を参照してください。

Note
CloudTrail は、認証および承認されたリクエストのみをログに記録します。CloudTrail では、認
証に失敗したリクエスト (認証情報が欠落したリクエスト、提供された認証情報が無効なリクエス
ト) や、関数の呼び出しが許可されていない認証情報のリクエストのログは記録されません。

CloudTrail を使用した無効なイベントソースのトラブルシューティング
発生する可能性のあるデータイベントの 1 つは、LambdaESMDisabled イベントです。このイベントに関
連するエラーには、次の 5 つの一般的なカテゴリがあります。
RESOURCE_NOT_FOUND
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
FUNCTION_NOT_FOUND
イベントソースにアタッチされている関数が存在しません。
REGION_NAME_NOT_VALID
イベントソースまたは関数に指定されたリージョン名が無効です。
AUTHORIZATION_ERROR
アクセス許可が設定されていないか、正しく設定されていません。
FUNCTION_IN_FAILED_STATE
関数コードがコンパイルされない、回復不能な例外が発生した、または不正なデプロイが発生しまし
た。
これらのエラーは、serviceEventDetails エンティティ内の CloudTrail イベントメッセージに含まれ
ています。

Example serviceEventDetails エンティティ
"serviceEventDetails":{
"ESMDisableReason":"Lambda Function not found"

}

チュートリアル: AWS CloudTrail イベントで Lambda
関数をトリガーする
AWS CloudTrail が API コールのログを保存するときにイベントを AWS Lambda に発行するように
Amazon S3 を設定できます。Lambda 関数で、ログオブジェクトを読み取り、CloudTrail でログ記録され
たアクセスレコードを処理できます。
次の手順に従って、アカウントで特定の API コールが行われたときに通知する Lambda 関数を作成しま
す。この関数は、Amazon S3 からの通知イベントを処理し、バケットからログを読み取り、Amazon SNS
トピックを通じてアラートを発行します。このチュートリアルでは、以下を作成します。
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• ログを保存する CloudTrail 追跡と S3 バケット。
• アラート通知を公開する Amazon SNS トピック。
• S3 バケットから項目を読み取り、Amazon CloudWatch にログを書き込むアクセス許可を持つ IAM ユー
ザーロール。
• CloudTrail ログを処理し、Amazon SNS トピックが作成されるたびに通知を送信する Lambda 関数。

要件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
作業を開始する前に、次のツールが揃っていることを確認してください。
• Node.js 12.x と npm。
• Bash シェル。Linux および macOS の場合、これはデフォルトで含まれます。Windows 10 では、Linux
用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および Bash を入
手できます。
• AWS CLI。

ステップ 1: CloudTrail で追跡を作成する
追跡を作成すると、CloudTrail は API コールをログファイルに記録し、Amazon S3 に保存しま
す。CloudTrail ログは、JSON 形式の、順序付けされていないイベントの配列です。サポートされている
API アクションへの呼び出しごとに、CloudTrail はリクエストと、それを行ったエンティティに関する情
報を記録します。ログイベントには、アクション名、パラメータ、レスポンス値、およびリクエスタに関
する詳細が含まれます。

証跡を作成するには
1.

CloudTrailコンソールの[Trails](追跡)ページを開きます。

2.

[Create trail (証跡の作成)] を選択します。

3.

[証跡名] に名前を入力します。

4.

[S3 バケット] に名前を入力します。

5.

[Create] を選択します。

6.

バケットの Amazon リソースネーム (ARN) を保存して、IAM 実行ロールに追加します。実行ロールは
後で作成します。

ステップ 2: Amazon SNS トピックを作成する
新しいオブジェクトイベントが発生したときに通知を送信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックを作成するには
1.

Amazon SNS コンソールの [Topics] (トピック) ページを開きます。

2.

[トピックの作成] を選択します。

3.

[トピック名] に名前を入力します。

4.

[トピックの作成] を選択します。

5.

トピックの ARN を記録します。これは、IAM 実行ロールおよび Lambda 関数の作成時に必要になり
ます。
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ステップ 3: IAM 実行ロールを作成する
実行ロール (p. 53)は、AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可を関数に付与しま
す。CloudWatch Logs、Amazon S3、および Amazon SNS にアクセスするためのアクセス許可を関数に付
与する実行ロールを作成します。

実行ロールを作成するには
1.
2.

(IAM) コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。
[ロールの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでロールを作成します。
• [Trusted entity] (信頼されたエンティティ) で、Lambda を選択します。
• [ロール名] に「lambda-cloudtrail-role」と入力します。
• [アクセス許可] で、次のステートメントを使用してカスタムポリシーを作成します。ハイライトさ
れた値をバケットおよびトピックの名前に置き換えます。
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:*"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
}
]

ロール ARN を記録します。これは、Lambda 関数の作成時に必要になります。

ステップ 4: Lambda 関数を作成する
次の Lambda 関数は、CloudTrail ログを処理し、新しい Amazon SNS トピックが作成されるたびに
Amazon SNS から通知を送信します。

関数を作成するには
1.

フォルダを作成し、自分の Lambda 関数であることを示す名前を付けます (例: lambdacloudtrail)。

2.

フォルダに index.js という名前のファイルを作成します。

3.

次のコードを index.js に貼り付けます。Amazon SNS トピック ARN を、Amazon SNS トピックを
作成したとき、Amazon S3 によって作成された ARN に置き換えます。
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var aws = require('aws-sdk');
var zlib = require('zlib');
var async = require('async');
var
var
var
var

EVENT_SOURCE_TO_TRACK
EVENT_NAME_TO_TRACK
DEFAULT_SNS_REGION =
SNS_TOPIC_ARN
=

= /sns.amazonaws.com/;
= /CreateTopic/;
'us-east-2';
'arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic';

var s3 = new aws.S3();
var sns = new aws.SNS({
apiVersion: '2010-03-31',
region: DEFAULT_SNS_REGION
});
exports.handler = function(event, context, callback) {
var srcBucket = event.Records[0].s3.bucket.name;
var srcKey = event.Records[0].s3.object.key;
async.waterfall([
function fetchLogFromS3(next){
console.log('Fetching compressed log from S3...');
s3.getObject({
Bucket: srcBucket,
Key: srcKey
},
next);
},
function uncompressLog(response, next){
console.log("Uncompressing log...");
zlib.gunzip(response.Body, next);
},
function publishNotifications(jsonBuffer, next) {
console.log('Filtering log...');
var json = jsonBuffer.toString();
console.log('CloudTrail JSON from S3:', json);
var records;
try {
records = JSON.parse(json);
} catch (err) {
next('Unable to parse CloudTrail JSON: ' + err);
return;
}
var matchingRecords = records
.Records
.filter(function(record) {
return record.eventSource.match(EVENT_SOURCE_TO_TRACK)
&& record.eventName.match(EVENT_NAME_TO_TRACK);
});
console.log('Publishing ' + matchingRecords.length + ' notification(s) in
parallel...');
async.each(
matchingRecords,
function(record, publishComplete) {
console.log('Publishing notification: ', record);
sns.publish({
Message:
'Alert... SNS topic created: \n TopicARN=' +
record.responseElements.topicArn + '\n\n' +
JSON.stringify(record),
TopicArn: SNS_TOPIC_ARN
}, publishComplete);
},
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);

};

4.

next

}
], function (err) {
if (err) {
console.error('Failed to publish notifications: ', err);
} else {
console.log('Successfully published all notifications.');
}
callback(null,"message");
});

[lambda-cloudtrail] フォルダで、次のスクリプトを実行します。package-lock.json ファイル
と node_modules フォルダが作成され、すべての依存関係が処理されます。
npm install async

5.

次のスクリプトを実行して、デプロイパッケージを作成します。
zip -r function.zip .

6.

次のスクリプトを実行して、create-function コマンドで CloudTrailEventProcessing という名前
の Lambda 関数を作成します。指示された置換を行います。
aws lambda create-function --function-name CloudTrailEventProcessing \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs12.x --timeout
10 --memory-size 1024 \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-cloudtrail-role

ステップ 5: Lambda 関数ポリシーにアクセス許可を追加する
Lambda 関数のリソースポリシーには、関数を呼び出すことを Amazon S3 に許可するアクセス許可が必
要です。

関数を呼び出すためのアクセス許可を Amazon S3 に付与するには
1.

次の add-permission コマンドを実行します。ARN とアカウント ID を独自の値に置き換えます。
aws lambda add-permission --function-name CloudTrailEventProcessing \
--statement-id Id-1 --action "lambda:InvokeFunction" --principal s3.amazonaws.com \
--source-arn arn:aws:s3:::my-bucket \
--source-account 123456789012

このコマンドは、lambda:InvokeFunction アクションを実行するためのアクセス許可を Amazon
S3 サービスプリンシパル (s3.amazonaws.com) に付与します。呼び出しのアクセス許可は、次の条
件が満たされた場合にのみ、Amazon S3 に付与されます。
• CloudTrail では、指定したバケットにログオブジェクトが保存されます。
• バケットは、指定された AWS アカウントによって所有されています。バケット所有者がバケッ
トを削除すると、その他の AWS アカウントは同じ名前でバケットを作成できます。この条件によ
り、特定の AWS アカウントのみが Lambda 関数を呼び出すことができます。
2.

Lambda 関数のアクセスポリシーを表示するには、次の get-policy コマンドを実行し、関数名を置
き換えます。
aws lambda get-policy --function-name function-name
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ステップ 6: Amazon S3 バケットの通知を設定する
オブジェクト作成イベントを Lambda に発行するよう Amazon S3 にリクエストするには、通知設定を S3
バケットに追加します。設定で、次のように指定します。
• イベントタイプ - オブジェクトを作成するイベントタイプです。
• Lambda 関数 — Amazon S3 で呼び出す Lambda 関数。

通知を設定するには
1.

Amazon S3 コンソールを開きます。

2.

ソースバケットを選択します。

3.

[プロパティ] を選択します。

4.

[イベント] で、以下の設定を使用して通知を設定します。
• 名前 – lambda-trigger
• イベント – All object create events
• 送信先 – Lambda function
• Lambda – CloudTrailEventProcessing

CloudTrail がログをバケットに保存すると、Amazon S3 はイベントを関数に送信します。そのイベントで
は、CloudTrail で作成されたログオブジェクトのバケット名とキー名などの情報が提供されます。

サンプル関数コード
サンプルコードは以下の言語で利用可能です。
トピック
• Node.js (p. 546)

Node.js
次の例では、CloudTrail ログを処理し、Amazon SNS トピックが作成されたときに通知を送信します。

Example index.js
var aws = require('aws-sdk');
var zlib = require('zlib');
var async = require('async');
var
var
var
var

EVENT_SOURCE_TO_TRACK
EVENT_NAME_TO_TRACK
DEFAULT_SNS_REGION =
SNS_TOPIC_ARN
=

= /sns.amazonaws.com/;
= /CreateTopic/;
'us-west-2';
'The ARN of your SNS topic';

var s3 = new aws.S3();
var sns = new aws.SNS({
apiVersion: '2010-03-31',
region: DEFAULT_SNS_REGION
});
exports.handler = function(event, context, callback) {
var srcBucket = event.Records[0].s3.bucket.name;
var srcKey = event.Records[0].s3.object.key;
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async.waterfall([
function fetchLogFromS3(next){
console.log('Fetching compressed log from S3...');
s3.getObject({
Bucket: srcBucket,
Key: srcKey
},
next);
},
function uncompressLog(response, next){
console.log("Uncompressing log...");
zlib.gunzip(response.Body, next);
},
function publishNotifications(jsonBuffer, next) {
console.log('Filtering log...');
var json = jsonBuffer.toString();
console.log('CloudTrail JSON from S3:', json);
var records;
try {
records = JSON.parse(json);
} catch (err) {
next('Unable to parse CloudTrail JSON: ' + err);
return;
}
var matchingRecords = records
.Records
.filter(function(record) {
return record.eventSource.match(EVENT_SOURCE_TO_TRACK)
&& record.eventName.match(EVENT_NAME_TO_TRACK);
});
console.log('Publishing ' + matchingRecords.length + ' notification(s) in
parallel...');
async.each(
matchingRecords,
function(record, publishComplete) {
console.log('Publishing notification: ', record);
sns.publish({
Message:
'Alert... SNS topic created: \n TopicARN=' +
record.responseElements.topicArn + '\n\n' +
JSON.stringify(record),
TopicArn: SNS_TOPIC_ARN
}, publishComplete);
},
next
);
}
], function (err) {
if (err) {
console.error('Failed to publish notifications: ', err);
} else {
console.log('Successfully published all notifications.');
}
callback(null,"message");
});
};

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、.zip ファ
イルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297) を参照してください。
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Amazon EventBridge (CloudWatch Events) でAWS
Lambdaを使用する
Note
イベントを管理するには、Amazon EventBridge が好ましい方法です。CloudWatch Events と
EventBridge は同じ基盤となるサービスと API ですが、EventBridge はより多くの機能を提供しま
す。CloudWatch Events または EventBridge のいずれかで行った変更は、各コンソールに表示さ
れます。詳細については、Amazon EventBridge のドキュメントを参照してください。
EventBridge (CloudWatch Events) は、AWSリソースの状態変化への対応に役立ちます。Eventbridge の詳
細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの Amazon EventBridge とはを参照してください。
リソースの状態が変化すると、自動的にイベントがイベントストリームに送信されます。Eventbridge
(CloudWatch Events) では、選択したイベントをストリーミング内で照合し、それらをAWS Lambda関数
に送信して、アクションを実行するためのルールを作成できます。たとえば、AWS Lambda 関数を自動的
に呼び出し、EC2 インスタンスまたは AutoScaling グループの状態を記録することができます。
Eventbridge (CloudWatch Events) は、ソースからのイベントをラッピングするイベントドキュメントを使
用して、関数を非同期的に呼び出します。次の例は、Amazon Relational Database Service のデータベー
ススナップショットから発生したイベントを示しています。

Example EventBridge (CloudWatch Events) イベント
{

}

"version": "0",
"id": "fe8d3c65-xmpl-c5c3-2c87-81584709a377",
"detail-type": "RDS DB Instance Event",
"source": "aws.rds",
"account": "123456789012",
"time": "2020-04-28T07:20:20Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:db:rdz6xmpliljlb1"
],
"detail": {
"EventCategories": [
"backup"
],
"SourceType": "DB_INSTANCE",
"SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:db:rdz6xmpliljlb1",
"Date": "2020-04-28T07:20:20.112Z",
"Message": "Finished DB Instance backup",
"SourceIdentifier": "rdz6xmpliljlb1"
}

Lambda 関数を作成し、AWS Lambda を定期的なスケジュールで呼び出すように指示することもでき
ます。固定の間隔を指定する (例えば、1 時間ごとまたは 15 分ごとに Lambda 関数を呼び出す) こと
も、Cron 式を指定することもできます。

Example EventBridge (CloudWatch Events) メッセージイベント
{

"version": "0",
"account": "123456789012",
"region": "us-east-2",
"detail": {},
"detail-type": "Scheduled Event",
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"source": "aws.events",
"time": "2019-03-01T01:23:45Z",
"id": "cdc73f9d-aea9-11e3-9d5a-835b769c0d9c",
"resources": [
"arn:aws:events:us-east-2:123456789012:rule/my-schedule"
]

}

Eventbridge (CloudWatch Events) を設定して関数を呼び出すには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[機能の概要] で、[トリガーを追加] を選択します。

4.

トリガーの種類を EventBridge(CloudWatch Events) に設定します。

5.

[ルール] で、[新規ルールの作成] を選択します。

6.

残りのオプションを設定し、[追加] を選択します。

スケジュール式の詳細については、「」を参照してくださいRate または Cron を使用したスケジュール
式 (p. 552)
各AWSアカウントでは、Eventbridge (CloudWatch Events) - Schedule ソースタイプの最大 100 個の一意
のイベントソースを指定できます。それぞれが、最大 5 つの Lambda 関数のイベントソースになります。
つまり、AWS アカウントでは、スケジュールで実行する Lambda 関数を最大 500 個作成できます。
トピック
• チュートリアル: スケジュールされたイベントでの AWS Lambda の使用 (p. 549)
• Rate または Cron を使用したスケジュール式 (p. 552)

チュートリアル: スケジュールされたイベントでの
AWS Lambda の使用
このチュートリアルでは、以下の作業を行います。
• lambda-canary の設計図を使用して Lambda 関数を作成します。Lambda 関数を毎分実行されるように
設定します。関数がエラーを返すと、Lambda が Amazon CloudWatch にエラーメトリクスを記録する
ことに注意してください。
• Lambda 関数の Errors メトリクスに CloudWatch アラームを設定し、AWS Lambda が CloudWatch
にエラーメトリクスを送信したとき、Amazon SNS トピックにメッセージが投稿されるようにしま
す。Amazon SNS トピックに、電子メール通知を受け取るようにサブスクライブします。このチュート
リアルでは、以下の手順でこの設定を行います。
• Amazon SNS トピックを作成する。
• 新しいメッセージがトピックに投稿されたときに E メール通知を取得するようにトピックにサブスク
ライブします。
• Amazon CloudWatch で Lambda 関数の Errors メトリクスにアラームを設定し、エラー発生時に
SNS トピックにメッセージを発行するようにします。

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
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Lambda 関数の作成
1.
2.

AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https://
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。
[Create function] (関数の作成) を選択します。

3.
4.

[設計図の使用] を選択します。

5.

以下を設定します。

検索バーに「canary」と入力します。[lambda-canary] 設計図を選択し、[設定] を選択します。
• Name - lambda-canary。
• Role – AWS ポリシーテンプレートから新しいロールを作成します。
• Role name – lambda-apigateway-role。
• Policy templates – シンプルなマイクロサービスのアクセス許可。
• Rule – 新しいルールを作成します。
• Rule name – CheckWebsiteScheduledEvent。
• Rule description – CheckWebsiteScheduledEvent trigger。
• ルールタイプ – Schedule expression。
• Schedule expression – rate(1 minute)。
• 環境変数
• site – https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html。
• expected – What is AWS Lambda?。

6.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

Eventbridge (CloudWatch Events) は、スケジュール表現に基づいてイベントを 1 分おきに発行します。イ
ベントにより Lambda 関数がトリガーされ、予想される文字列が指定されたページに表示されことが確認
されます。スケジュール式の詳細については、「」を参照してくださいRate または Cron を使用したスケ
ジュール式 (p. 552)

Lambda 関数をテストする
Lambda コンソールが提供するサンプルイベントを使用して関数をテストします。
1.
2.
3.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
lambda-canary 関数を選択します。
[Test] を選択します。

4.
5.

CloudWatch イベントテンプレートを使用して新しいイベントを作成します。
[ イベントの作成 ] を選択します。

6.

[呼び出し] を選択します。

関数実行の出力がページの上部に表示されます。

Amazon SNS トピックを作成してサブスクライブします。
Canary 関数がエラーを返したときに通知を受け取るための、Amazon Simple Notification Service (Amazon
SNS) トピックを作成します。

トピックを作成するには
1.
2.

Amazon SNS コンソールを開きます。
[トピックの作成] を選択します。
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3.

次の設定でトピックを作成します。
• Name - lambda-canary-notifications。
• Display name – Canary。

4.

[Create subscription] を選択します。

5.

次の設定でサブスクリプションを作成します。
• Protocol – Email。
• Endpoint – お使いの E メールアドレスです。

Amazon SNS が Canary <no-reply@sns.amazonaws.com> から E メールを送信します。トピックの
フレンドリ名が反映されます。メール内のリンクを使用してアドレスを確認します。

アラームの設定
Lambda 関数を監視し、エラーが発生した場合に通知を送信するアラームを Amazon CloudWatch で設定
します。

アラームを作成するには
1.

CloudWatch コンソールを開きます。

2.

[Alarms] を選択します。

3.

[アラームの作成] を選択します。

4.

[Alarms] を選択します。

5.

次の設定でアラームを作成します。
• Metrics – lambda-canary エラー。
lambda canary errors を検索してメトリクスを見つけます。
• Statistic – Sum。
プレビューグラフの上にあるドロップダウンメニューから統計を選択します。
• Name - lambda-canary-alarm。
• Description – Lambda canary alarm。
• Threshold – エラーが >= である場合に常時1。
• Send notification to – lambda-canary-notifications。

アラームのテスト
関数の設定を更新し、関数がエラーを返すようにします。これにより、アラームがトリガーされます。

アラームをトリガーするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

lambda-canary 関数を選択します。

3.

下にスクロールします。[環境変数] で、[編集] を選択します。

4.

[予定] を 404 に設定します。

5.

[Save] を選択します。

少し待ってから、Amazon SNS からのメッセージが E メールされていることを確認します。
551

AWS Lambda デベロッパーガイド
スケジュール式

リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

作成した関数を選択します。

3.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。

4.

[削除] を選択します。

CloudWatch アラームを削除するには
1.

CloudWatch コンソールのアラームのページを開きます。

2.

作成したアラームを選択します。

3.

[ Actions] で、[Delete ] を選択します。

4.

[削除] を選択します。

Amazon SNS サブスクリプションを削除するには
1.

Amazon SNS コンソールのSubscriptions page] (サブスクリプションページ) をを開きます。

2.

作成したサブスクリプションを選択します。

3.

[Delete] (削除) を選択し、削除します。

Amazon SNS トピックを作成するには
1.

Amazon SNS コンソールで [Topics (トピック)] ページを開きます。

2.

先ほど作成したトピックを選択します。

3.

[削除] を選択します。

4.

テキストボックスに「delete me」と入力します。

5.

[削除] を選択します。

Rate または Cron を使用したスケジュール式
AWS Lambda では、最大で毎分 1 回の頻度で、標準料金および Cron 式をサポートしていま
す。Eventbridge (CloudWatch Events) のレート表現は次の形式です。
rate(Value Unit)

ここで、#は正の整数、##は分、時間、日です。単数の値に対しては単位も単数 (たとえば、rate(1
day))、そうでない場合は複数 (たとえば、rate(5 days)) にする必要があります。

Rate 式の例
Frequency

式

5 分ごと

rate(5 minutes)
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Frequency

式

１時間毎

rate(1 hour)

7 日ごと

rate(7 days)

Cron 式の形式は次のようになります。
cron(Minutes Hours Day-of-month Month Day-of-week Year)

cron 式の例
Frequency

式

毎日午前 10:15 (UTC)

cron(15 10 * * ? *)

毎週月曜日から金曜日まで午後
6:00

cron(0 18 ? * MON-FRI *)

毎月 1 日の午前 8:00

cron(0 8 1 * ? *)

平日の 10 分ごと

cron(0/10 * ? * MON-FRI *)

月曜日から金曜日まで午前 8:00
から午後 5:55 まで 5 分ごと

cron(0/5 8-17 ? * MON-FRI *)

毎月最初の月曜日の午前 9 時

cron(0 9 ? * 2#1 *)

次の点に注意してください。
• Lambda コンソールを使用している場合は、式にプレフィックス cron を含めません。
• 日または週日の値は疑問符である必要があります (?)。
詳細については、Eventbridge ユーザーガイドのルールのスケジュール式を参照してください。
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CloudWatch Logs で Lambda を使用する
Lambda 関数を使用して、Amazon CloudWatch Logs ログストリームのログをモニタリングして分析する
ことができます。ログが作成されたとき、またはログがオプションのパターンに一致した場合に関数が呼
び出されるように、1 つ以上のストリームの サブスクリプション を作成します。この関数を使用して通
知を送信したり、ログをデータベースまたはストレージに保存したりします。
CloudWatch Logs は、ログデータが含まれたイベントを使用して、関数を非同期的に呼び出します。デー
タフィールドの値は Base64 でエンコードされた .gzip ファイルアーカイブです。

Example CloudWatch Logs メッセージイベント
{

"awslogs": {
"data":
"ewogICAgIm1lc3NhZ2VUeXBlIjogIkRBVEFfTUVTU0FHRSIsCiAgICAib3duZXIiOiAiMTIzNDU2Nzg5MDEyIiwKICAgICJsb2dHc
}

}

ログデータをデコードおよび圧縮解除すると、次の構造の JSON ドキュメントになります。

Example CloudWatch Logs メッセージデータ (デコード済み)
{

"messageType": "DATA_MESSAGE",
"owner": "123456789012",
"logGroup": "/aws/lambda/echo-nodejs",
"logStream": "2019/03/13/[$LATEST]94fa867e5374431291a7fc14e2f56ae7",
"subscriptionFilters": [
"LambdaStream_cloudwatchlogs-node"
],
"logEvents": [
{
"id": "34622316099697884706540976068822859012661220141643892546",
"timestamp": 1552518348220,
"message": "REPORT RequestId: 6234bffe-149a-b642-81ff-2e8e376d8aff\tDuration:
46.84 ms\tBilled Duration: 47 ms \tMemory Size: 192 MB\tMax Memory Used: 72 MB\t\n"
}
]

}

CloudWatch Logs をトリガーとして使用するサンプルアプリケーションについては、AWS Lambda の
Error Processor サンプルアプリケーション (p. 829) を参照してください。
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で AWS Lambda を使用するAWS CloudFormation
AWS CloudFormation テンプレートでは、Lambda 関数をカスタムリソースのターゲットとして指定でき
ます。パラメータの処理にカスタムリソースを使用したり、設定値を取得したり、スタックのライフサイ
クルイベント中に他の AWS のサービスを呼び出します。
次の例は、テンプレートの別の場所で定義される関数を呼び出します。

Example - カスタムリソースの定義
Resources:
primerinvoke:
Type: AWS::CloudFormation::CustomResource
Version: "1.0"
Properties:
ServiceToken: !GetAtt primer.Arn
FunctionName: !Ref randomerror

サービストークンは、スタックの作成、更新あるいは削除時に AWS CloudFormation が呼び出す関数の
Amazon リソースネーム (ARN) です。また、FunctionName のように AWS CloudFormation が関数にそ
のまま渡す追加のプロパティを含めることができます。
AWS CloudFormation では、コールバック URL を含むイベントで非同期的に (p. 235) Lambda 関数を呼び
出します。

Example – AWS CloudFormation メッセージイベント
{

"RequestType": "Create",
"ServiceToken": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:lambda-error-processorprimer-14ROR2T3JKU66",
"ResponseURL": "https://cloudformation-custom-resource-response-useast2.s3-useast-2.amazonaws.com/arn%3Aaws%3Acloudformation%3Aus-east-2%3A123456789012%3Astack/lambdaerror-processor/1134083a-2608-1e91-9897-022501a2c456%7Cprimerinvoke%7C5d478078-13e9baf0-464a-7ef285ecc786?
AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Expires=1555451971&Signature=28UijZePE5I4dvukKQqM
%2F9Rf1o4%3D",
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/lambda-errorprocessor/1134083a-2608-1e91-9897-022501a2c456",
"RequestId": "5d478078-13e9-baf0-464a-7ef285ecc786",
"LogicalResourceId": "primerinvoke",
"ResourceType": "AWS::CloudFormation::CustomResource",
"ResourceProperties": {
"ServiceToken": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:lambda-errorprocessor-primer-14ROR2T3JKU66",
"FunctionName": "lambda-error-processor-randomerror-ZWUC391MQAJK"
}
}

関数は、成功あるいは失敗を示すコールバック URL にレスポンスを返す処理を行います 完全なレスポン
スの構文については、「カスタムリソースの応答オブジェクト」を参照してください。

Example – AWS CloudFormation カスタムリソース応答
{

"Status": "SUCCESS",
"PhysicalResourceId": "2019/04/18/[$LATEST]b3d1bfc65f19ec610654e4d9b9de47a0",
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/lambda-errorprocessor/1134083a-2608-1e91-9897-022501a2c456",
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}

"RequestId": "5d478078-13e9-baf0-464a-7ef285ecc786",
"LogicalResourceId": "primerinvoke"

AWS CloudFormation は応答の送信を処理する cfn-response という名前のライブラリを提供します。
テンプレートで関数を定義する場合、ライブラリを名前で使用できます。AWS CloudFormation はこのラ
イブラリを作成する関数のデプロイパッケージに追加します。
次の関数例では、2 番目の関数を呼び出しています。呼び出しが成功すると、この関数は成功レスポン
スを AWS CloudFormation に送信し、スタックの更新が継続します。テンプレートは、AWS Serverless
Application Model から提供される AWS:: Serverless:: Function リソースタイプを使用します。

Example error-processor/template.yml - カスタムリソース関数
Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Resources:
primer:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs12.x
InlineCode: |
var aws = require('aws-sdk');
var response = require('cfn-response');
exports.handler = function(event, context) {
// For Delete requests, immediately send a SUCCESS response.
if (event.RequestType == "Delete") {
response.send(event, context, "SUCCESS");
return;
}
var responseStatus = "FAILED";
var responseData = {};
var functionName = event.ResourceProperties.FunctionName
var lambda = new aws.Lambda();
lambda.invoke({ FunctionName: functionName }, function(err, invokeResult) {
if (err) {
responseData = {Error: "Invoke call failed"};
console.log(responseData.Error + ":\n", err);
}
else responseStatus = "SUCCESS";
response.send(event, context, responseStatus, responseData);
});
};
Description: Invoke a function to create a log stream.
MemorySize: 128
Timeout: 8
Role: !GetAtt role.Arn
Tracing: Active

カスタムリソースが呼び出す関数がテンプレートで定義されていない場合、AWS CloudFormation の cfnresponse モジュールから cfn-response のリソースコードを取得できます。
カスタムリソースを使用するサンプルアプリケーションで、依存する別のリソースの前に関数のロググ
ループが作成されることを確実にするには、「」を参照してくださいAWS Lambda の Error Processor サ
ンプルアプリケーション (p. 829)
カスタムリソースの詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイドのカスタムリソースを参照し
てください。
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CloudFront Lambda@Edge での AWS Lambda の
使用
Lambda@Edge では、Node.js および Python の Lambda 関数を実行して CloudFront が配信するコンテン
ツをカスタマイズし、ビューワーに近い AWS 地域でこの関数を実行できます。この関数は、プロビジョ
ニングや管理の必要なく、CloudFront イベントに応答を実行します。Lambda 関数を使用して、次の時点
で CloudFront リクエストとレスポンスを変更できます。
• CloudFront がビューワーからリクエストを受信したあと (ビューワーリクエスト)
• CloudFront がリクエストをオリジンに転送する前 (オリジンリクエスト)
• CloudFront がオリジンからレスポンスを受信した後 (オリジンレスポンス)
• CloudFront がビューワーにレスポンスを転送する前 (ビューワーレスポンス)

Note
Lambda@Edge は、限定数のランタイムと機能をサポートしています。詳細について
は、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの Requirements and restrictions on Lambda
functions を参照してください。
オリジンにリクエストを一切送信することなく、ビューワーへのレスポンスを生成することもできます。

Example CloudFront メッセージイベント
{

"Records": [
{
"cf": {
"config": {
"distributionId": "EDFDVBD6EXAMPLE"
},
"request": {
"clientIp": "2001:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334",
"method": "GET",
"uri": "/picture.jpg",
"headers": {
"host": [
{
"key": "Host",
"value": "d111111abcdef8.cloudfront.net"
}
],
"user-agent": [
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{

}

]

}

}

}

}

]

}

"key": "User-Agent",
"value": "curl/7.51.0"

Lambda@Edge を使用すると、さまざまなソリューションを構築できます。次に例を示します。
• A/B テスト用に、異なるバージョンのサイトに URL を書き換えるために Cookie を検査します。
• リクエストを送信したデバイスに関する情報が含まれている、User-Agent ヘッダーに基づいてユー
ザーにさまざまなオブジェクトを送信します。たとえば、ユーザーのデバイスに応じて、さまざまな解
像度のイメージをユーザーに送信できます。
• ヘッダーまたは認証トークンを検査し、対応するヘッダーを挿入して、リクエストをオリジンに転送す
る前にアクセス制御を有効にします。
• ヘッダーの追加、削除、変更、および URL パスの書き換えを行い、キャッシュの異なるオブジェクトに
ユーザーをダイレクトします。
• 未認証ユーザーをログインページにリダイレクトしたり、エッジから直に静的ウェブページを作成し
て配信したりといったことを行う新しい HTTP レスポンスを生成します。詳細については、Amazon
CloudFront デベロッパーガイド の Using Lambda functions to generate HTTP responses to viewer and
origin requests を参照してください。
Lambda@Edge の使用の詳細については、「Lambda@Edge で CloudFront を使用する」を参照してくだ
さい。
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で AWS Lambda を使用するAWS CodeCommit
AWS CodeCommit リポジトリのトリガーを作成して、リポジトリのイベントから Lambda 関数を呼び出
すことができます。例えば、ブランチまたはタグが作成されたときや既存のブランチに対してプッシュが
行われたときに、Lambda 関数を呼び出すことができます。

Example AWS CodeCommit メッセージイベント
{

"Records": [
{
"awsRegion": "us-east-2",
"codecommit": {
"references": [
{
"commit": "5e493c6f3067653f3d04eca608b4901eb227078",
"ref": "refs/heads/master"
}
]
},
"eventId": "31ade2c7-f889-47c5-a937-1cf99e2790e9",
"eventName": "ReferenceChanges",
"eventPartNumber": 1,
"eventSource": "aws:codecommit",
"eventSourceARN": "arn:aws:codecommit:us-east-2:123456789012:lambda-pipelinerepo",
"eventTime": "2019-03-12T20:58:25.400+0000",
"eventTotalParts": 1,
"eventTriggerConfigId": "0d17d6a4-efeb-46f3-b3ab-a63741badeb8",
"eventTriggerName": "index.handler",
"eventVersion": "1.0",
"userIdentityARN": "arn:aws:iam::123456789012:user/intern"
}
]
}

詳細については、「AWS CodeCommit リポジトリのトリガーを管理する」を参照してください。
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で AWS Lambda を使用するAWS CodePipeline
AWS CodePipeline は、 で実行されるアプリケーション用に継続的な配信パイプラインを作成できるサー
ビスです。AWSLambda アプリケーションをデプロイするパイプラインを作成できます。また、パイプラ
インの実行時にタスクを実行する Lambda 関数を呼び出すようにパイプラインを設定することもできま
す。Lambda コンソールで Lambda アプリケーションを作成する (p. 780)と、Lambda がソース、構築、
デプロイのステージを含むパイプラインを作成します。
CodePipeline は、ジョブに関する詳細を含むイベントで非同期に関数を呼び出します。以下の例で
は、my-function という名前の関数を呼び出したパイプラインからのイベントを示しています。

Example CodePipeline イベント
{

}

"CodePipeline.job": {
"id": "c0d76431-b0e7-xmpl-97e3-e8ee786eb6f6",
"accountId": "123456789012",
"data": {
"actionConfiguration": {
"configuration": {
"FunctionName": "my-function",
"UserParameters": "{\"KEY\": \"VALUE\"}"
}
},
"inputArtifacts": [
{
"name": "my-pipeline-SourceArtifact",
"revision": "e0c7xmpl2308ca3071aa7bab414de234ab52eea",
"location": {
"type": "S3",
"s3Location": {
"bucketName": "us-west-2-123456789012-my-pipeline",
"objectKey": "my-pipeline/test-api-2/TdOSFRV"
}
}
}
],
"outputArtifacts": [
{
"name": "invokeOutput",
"revision": null,
"location": {
"type": "S3",
"s3Location": {
"bucketName": "us-west-2-123456789012-my-pipeline",
"objectKey": "my-pipeline/invokeOutp/D0YHsJn"
}
}
}
],
"artifactCredentials": {
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"secretAccessKey": "6CGtmAa3lzWtV7a...",
"sessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEA...",
"expirationTime": 1575493418000
}
}
}
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ジョブを完了するには、関数が CodePipeline API を呼び出して成功または失敗を通知する必要がありま
す。以下の Node.js 関数の例では、PutJobSuccessResult オペレーションを使用して成功を通知しま
す。また、イベントオブジェクトから API 呼び出しのジョブ ID を取得します。

Example index.js
var AWS = require('aws-sdk')
var codepipeline = new AWS.CodePipeline()
exports.handler = async (event) => {
console.log(JSON.stringify(event, null, 2))
var jobId = event["CodePipeline.job"].id
var params = {
jobId: jobId
}
return codepipeline.putJobSuccessResult(params).promise()
}

非同期呼び出しで、関数がエラーを返した場合、Lambda はメッセージをキューに入れ、エラーになった
呼び出しを再試行 (p. 258)します。関数を設定するには、送信先 (p. 237)を使用して、関数が処理できな
かったイベントを保持します。
Lambda 関数を呼び出すようにパイプラインを設定する方法のチュートリアルについては、AWS
CodePipelineユーザーガイドの Invoke an AWS Lambda function in a pipeline を参照してください。
AWS CodePipelineを使用すると、Lambda アプリケーションの継続的な配信パイプラインを作成できま
す。CodePipeline は、ソース管理、構築、デプロイメントの各リソースを組み合わせ、アプリケーション
のソースコードが変更されるたびに実行されるパイプラインを作成します。
AWS Serverless Application Model および AWS CloudFormation を使用してパイプラインを作成する別の
方法については、Amazon Web Services の YouTube チャンネル「サーバーレスアプリケーションのデプ
ロイを自動化する」を参照してください。

Permissions
関数を呼び出すには、CodePipeline パイプラインに以下の API オペレーションを使用するためのアクセス
許可が必要です。
• listFunctions (p. 1048)
• InvokeFunction (p. 1028)
デフォルトのパイプラインサービスロールには、これらのアクセス許可が含まれています。
ジョブを完了するには、関数の実行ロール (p. 53)に以下のアクセス許可が必要です。
• codepipeline:PutJobSuccessResult
• codepipeline:PutJobFailureResult
これらのアクセス許可は、AWSCodePipelineCustomActionAccess 管理ポリシーに含まれています。
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Lambda コンソールで Amazon CodeWhisperer の
使用
Amazon CodeWhisperer は、リアルタイムでコードの推奨を提供する汎用の機械学習を利用したコード
ジェネレーターです。Lambda コンソールで有効にするとき、CodeWhisperer は既存のコードとコメント
に基づいて自動的に提案を生成します。パーソナライズされた推奨は、単一の行から完全に形成された機
能まで、サイズと範囲が異なります。
トピック
• Lambda で Amazon CodeWhisperer のセットアップ (p. 563)
• AWS Lambda 用 Amazon CodeWhisperer の概要 (p. 563)
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Lambda で Amazon CodeWhisperer のセットアップ
このドキュメントでは、Lambda コンソール用の Amazon CodeWhisperer へのアクセスを要求して有効に
する方法について説明します。いったん有効にすると、CodeWhisperer は関数の開発に応じて、Lambda
コードエディターにオンデマンドでコード推奨を行うことができます。

Note
Lambda コンソールでは、CodeWhisperer は Python と Node.js ランタイムを使用する関数のみ
をサポートします。
トピック
• CodeWhisperer アクセスのリクエスト (実験的な機能) (p. 563)
• Amazon CodeWhisperer の有効化 (実験的な機能) (p. 563)

CodeWhisperer アクセスのリクエスト (実験的な機能)
Lambda コンソールで Amazon CodeWhisperer を使用するには、まず許可登録を得る必要があります。以
下の手順を実行して、登録許可を要求します。
1.

Lambda コンソールの関数ページを開いて、編集する関数を選択します。

2.

コードエディタの [Code source] (コードソース) 内で、上部メニューバーの [Tools] (ツール) を選択し
ます。

3.

[Request CodeWhisperer access] (CodeWhisperer アクセスの要求) を選択します。これにより、新し
いタブでリクエストフォームへのリンクが開きます。

4.

フォームに入力します。Lambda ユーザーの場合、[AWS Account ID] (AWS アカウント ID) フィール
ドを記入する必要があります。

CodeWhisperer チームが要求を承認したらメールが届きます。

Amazon CodeWhisperer の有効化 (実験的な機能)
Note
Lambda コンソールで CodeWhisperer を使用するには、許可登録を得る必要があります。許可
登録されていない場合、the section called “CodeWhisperer アクセスのリクエスト (実験的な機
能)” (p. 563) を参照してください。
Lambda コンソール コード エディタで CodeWhisperer を有効にするには、次の手順を実行します。
1.

Lambda コンソールの関数ページを開いて、編集する関数を選択します。

2.

コードエディタの [Code source] (コードソース) 内で、上部メニューバーの [Tools] (ツール) を選択し
ます。

3.

[CodeWhisperer code suggestions] (CodeWhisperer のコード提案) を選択します。これによ
り、CodeWhisperer サービスがすぐに有効になり、このオプションの横にチェックマークが表示され
ます。無効にするには、このオプションをもう一度選択します。

CodeWhisperer を初めて有効にすると、CodeWhisperer を使用するための利用規約が記載されたポップ
アップが表示されます。利用規約をお読みのうえ、[Accept] (受託) を選択して続行します。

AWS Lambda 用 Amazon CodeWhisperer の概要
この概要には、Amazon CodeWhisperer のユーザーアクションと、AWS Lambda コードエディタで
CodeWhisperer を利用する一般的な方法のリストが記載されています。
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Note
Lambda コンソールでは、CodeWhisperer は Python と Node.js ランタイムを使用する関数のみ
をサポートします。
トピック
• ユーザーアクション (p. 564)
• ユースケースと例 (p. 564)

ユーザーアクション
Lambda コードエディターを使用しているとき、次のキーボードショートカットを使用して、さまざまな
CodeWhisperer ユーザーアクションを実行できます。

CodeWhisperer ユーザーアクションとキーボードショートカット
アクション

キーボードショートカット

コード提案を手動で取得

MacOS: 「Option」 + 「C」
Windows の場合: 「Alt」 + 「C」

提案の受け入れ

Tab

提案の拒否

ESC、Backspace、任意の方向にスクロール、あ
るいは入力を続けると、推奨事項が自動的に消え
ます。

ユースケースと例
ここでは、Lambda 関数を作成する際に Amazon CodeWhisperer を利用する一般的な方法を一部紹介しま
す。

単一行のコード補完
単一行のコードを入力し始めると、CodeWhisperer は現在と以前の入力に基づいて提案を行います。以下
の画像に、Amazon S3 クライアントの変数定義が、ユーザーにより開始された様子を示します。これに基
づいて、CodeWhisperer はこのコード行を完成させる方法を提案します。

別の例として、下の画像では、ユーザーが既に何らかのコードを書いており、現在は Amazon SQS キュー
にメッセージを送信することを考えています。CodeWhisperer はこのコードの最終行を完成させる方法を
提案します。
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フル関数の生成
CodeWhisperer は、関数署名またはコードコメントに基づいて関数全体を生成できます。次の画像で
は、ユーザーが Amazon S3 からファイルを読み取るための関数署名を書いています。その後、Amazon
CodeWhisperer は 「read_from_s3」 方法の完全実装を提案します。

Note
前の例のように、時々 CodeWhisperer は提案の一部として 「import」 ステートメントが含まれ
る場合があります。ベストプラクティスとして、手動でこれらの 「import」 ステートメントを
ファイルの先頭に移動します。
別の例として、次の画像では、ユーザーが関数署名を書いています。その後、CodeWhisperer は
「quicksort」 方法の完全実装を提案します。

CodeWhisperer は、提案する際に過去のコードスニペットを考慮します。次の画像では、前の例のユー
ザーが、提案された上記の 「quicksort」 の実装を受け入れました。次に、ユーザーはジェネリック
「sort」 方法の別の関数署名を書きます。次に、CodeWhisperer は既に書かれている内容に基づいて実
装を提案します。
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次の画像では、ユーザーがコメントを書いています。このコメントに基づいて、CodeWhisperer は関数署
名を提案します。

次の画像では、前の例のユーザーが、提案された関数署名を受け入れました。CodeWhisperer は、
「binary_search」 関数の完全な実装を提案できます。
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行ごとの推奨事項
ユースケースにより、CodeWhisperer は 1 つの推奨で関数ブロックを全体的に生成できない場合があ
ります。ただし、CodeWhisperer は引き続き行ごとの推奨事項を提供できます。次の画像では、顧客が
Amazon CloudWatch Logs グループにメッセージを発行することを示す最初のコメントを書いています。
このコンテキストを考えると、次の画像で示すように、CodeWhisperer は最初の推奨においてクライアン
ト初期化コードを提案することしかできません。

ただし、ユーザーが行ごとの推奨を要求し続ける場合、CodeWhisperer も既に書かれている内容に基づい
てコード行を提案し続けます。

Note
上記の例では、「VPCFlowLogs」 は正しい定数値ではない可能性があります。CodeWhisperer
が提案するため、必要に応じて必ず定数の名前を変更してください。
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次のイメージで示すように、CodeWhisperer は最終的にコードブロック全体を完成させることができま
す。
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Amazon Cognito とAWS Lambda を使用する
Amazon Cognito イベント機能では、Amazon Cognito のイベントへの応答として Lambda 関数を実行でき
ます。例えば、データセットが同期されるたびに発行される同期トリガーイベントに対して Lambda 関数
を呼び出すことができます。詳細および例の解説については、モバイル開発ブログの Amazon Cognito イ
ベントの概要: 同期トリガーを参照してください。

Example Amazon Cognito メッセージイベント
{

}

"datasetName": "datasetName",
"eventType": "SyncTrigger",
"region": "us-east-1",
"identityId": "identityId",
"datasetRecords": {
"SampleKey2": {
"newValue": "newValue2",
"oldValue": "oldValue2",
"op": "replace"
},
"SampleKey1": {
"newValue": "newValue1",
"oldValue": "oldValue1",
"op": "replace"
}
},
"identityPoolId": "identityPoolId",
"version": 2

Amazon Cognito のイベントサブスクリプション設定を使用してイベントソースマッピングを設定し
ます。イベントソースマッピングとイベント例については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの
Amazon Cognito events を参照してください。
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で AWS Lambda を使用するAWS Config
AWS Lambda 関数を使用して、AWS リソースの設定が独自の設定ルールに従っているかどうかを評価で
きます。リソースが作成、削除、変更されると、AWS Config はこれらの変更を記録し、Lambda 関数に情
報を送信します。Lambda 関数は変更を評価し、結果を AWS Config に報告します。その後、AWS Config
を使用してリソース全体のコンプライアンスを評価できます。どのリソースが不適合であり、どの設定属
性が不適合の原因であるかを知ることができます。

Example AWS Config メッセージイベント
{

"invokingEvent": "{\"configurationItem\":{\"configurationItemCaptureTime\":
\"2016-02-17T01:36:34.043Z\",\"awsAccountId\":\"000000000000\",\"configurationItemStatus\":
\"OK\",\"resourceId\":\"i-00000000\",\"ARN\":\"arn:aws:ec2:us-east-1:000000000000:instance/
i-00000000\",\"awsRegion\":\"us-east-1\",\"availabilityZone\":\"us-east-1a\",
\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\",\"tags\":{\"Foo\":\"Bar\"},\"relationships\":
[{\"resourceId\":\"eipalloc-00000000\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::EIP\",\"name\":
\"Is attached to ElasticIp\"}],\"configuration\":{\"foo\":\"bar\"}},\"messageType\":
\"ConfigurationItemChangeNotification\"}",
"ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}",
"resultToken": "myResultToken",
"eventLeftScope": false,
"executionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/config-role",
"configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-1:111122223333:config-rule/configrule-0123456",
"configRuleName": "change-triggered-config-rule",
"configRuleId": "config-rule-0123456",
"accountId": "111122223333",
"version": "1.0"
}

詳細については、「AWS Config ルールを使用したリソースの評価」を参照してください。
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Amazon Connect での Lambda の使用
Lambda 関数を使って Amazon Connect からのメッセージを処理することができます。
Amazon Connect は、リクエストボディおよびメタデータを含むイベントを使用して、Lambda 関数を同
期的に呼び出します。

Example Amazon Connect リクエストイベント
{

"Details": {
"ContactData": {
"Attributes": {},
"Channel": "VOICE",
"ContactId": "4a573372-1f28-4e26-b97b-XXXXXXXXXXX",
"CustomerEndpoint": {
"Address": "+1234567890",
"Type": "TELEPHONE_NUMBER"
},
"InitialContactId": "4a573372-1f28-4e26-b97b-XXXXXXXXXXX",
"InitiationMethod": "INBOUND | OUTBOUND | TRANSFER | CALLBACK",
"InstanceARN": "arn:aws:connect:aws-region:1234567890:instance/
c8c0e68d-2200-4265-82c0-XXXXXXXXXX",
"PreviousContactId": "4a573372-1f28-4e26-b97b-XXXXXXXXXXX",
"Queue": {
"ARN": "arn:aws:connect:eu-west-2:111111111111:instance/cccccccc-bbbb-ddddeeee-ffffffffffff/queue/aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
"Name": "PasswordReset"
},
"SystemEndpoint": {
"Address": "+1234567890",
"Type": "TELEPHONE_NUMBER"
}
},
"Parameters": {
"sentAttributeKey": "sentAttributeValue"
}
},
"Name": "ContactFlowEvent"
}

Lambda で Amazon Connect を使用する方法については、Amazon Connect 管理者ガイドの Invoke
Lambda functions を参照してください。
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Amazon DynamoDB で AWS Lambda を使用する
AWS Lambda 関数を使用して、Amazon DynamoDB ストリームのレコードを処理します。DynamoDB
Streams では、Lambda 関数を使用して、DynamoDB テーブルが更新されるたびに追加の作業を実行する
ことができます。
Lambda はストリームからレコードを読み取り、関数を、ストリームレコードを含むイベントと共に同期
的に (p. 232)呼び出します。Lambda はバッチ単位でレコードを読み取り、関数を呼び出してバッチから
レコードを処理します。

Example DynamoDB Streams レコードイベント
{

"Records": [
{
"eventID": "1",
"eventVersion": "1.0",
"dynamodb": {
"Keys": {
"Id": {
"N": "101"
}
},
"NewImage": {
"Message": {
"S": "New item!"
},
"Id": {
"N": "101"
}
},
"StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES",
"SequenceNumber": "111",
"SizeBytes": 26
},
"awsRegion": "us-west-2",
"eventName": "INSERT",
"eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/TestTable/
stream/2015-05-11T21:21:33.291",
"eventSource": "aws:dynamodb"
},
{
"eventID": "2",
"eventVersion": "1.0",
"dynamodb": {
"OldImage": {
"Message": {
"S": "New item!"
},
"Id": {
"N": "101"
}
},
"SequenceNumber": "222",
"Keys": {
"Id": {
"N": "101"
}
},
"SizeBytes": 59,
"NewImage": {
"Message": {
"S": "This item has changed"
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},
"Id": {
"N": "101"
}
},
"StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"

},
"awsRegion": "us-west-2",
"eventName": "MODIFY",
"eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/TestTable/
stream/2015-05-11T21:21:33.291",
"eventSource": "aws:dynamodb"
}
]}

Lambda は、レコードの DynamoDB ストリームにあるシャードを 1 秒あたり 4 回の基本レートでポーリ
ングします。レコードが利用可能になると、Lambda は関数を呼び出し、結果を待機します。処理が成功
すると、Lambda は、レコードをさらに受け取るまでポーリングを再開します。
デフォルトで、Lambda はレコードが使用可能になると同時に関数を呼び出します。Lambda がイベント
ソースから読み取るバッチにレコードが 1 つしかない場合、Lambda は関数に 1 つのレコードしか送信
しません。少数のレコードで関数を呼び出さないようにするには、バッチ処理ウィンドウを設定すること
で、最大 5 分間レコードをバッファリングするようにイベントソースに指示できます。関数を呼び出す前
に、Lambda は、完全なバッチを収集する、バッチ処理ウィンドウの期限が切れる、またはバッチが 6 MB
のペイロード制限に到達するまでイベントソースからのレコードの読み取りを継続します。詳細について
は、「バッチ処理動作 (p. 244)」を参照してください。
関数がエラーを返した場合、処理が成功するか、データの有効期限が切れるまで Lambda はバッチを再試
行します。停止するシャードを避けるために、より小さなバッチサイズで再試行したり、再試行回数を制
限したり、古すぎるレコードを破棄したりするように、イベントソースマッピングを設定できます。破棄
されたイベントを保持するには、失敗したバッチの詳細を SQS キューまたは SNS トピックに送信するよ
うに、イベントソースマッピングを設定します。
また、各シャードから複数のバッチを並行して処理することで、並行性を高めることもできま
す。Lambda は、各シャードで最大 10 個のバッチを同時に処理できます。シャードごとの同時バッチの数
を増やしても、Lambda は引き続き、シャードレベルで順序どおりに処理を行います。
ParallelizationFactor 設定を使用することで、複数の Lambda 呼び出しを同時に実行して
Kinesis または DynamoDB データストリームの 1 つのシャードを処理します。Lambda がシャー
ドからポーリングする同時バッチの数は、1 (デフォルト)～10 の並列化係数で指定できます。例え
ば、ParallelizationFactor を 2 に設定すると、最大 200 個の Lambda 呼び出しを同時に実行
して、100 個の Kinesis データシャードを処理できます。これにより、データボリュームが揮発性で
IteratorAge が高いときに処理のスループットをスケールアップすることができます。Kinesis 集約を
使用している場合、並列化係数は機能しません。詳細については、 New AWS Lambda scaling controls for
Kinesis and DynamoDB event sources を参照してください。また、完全なチュートリアルについては、
「Serverless Data Processing on AWS」ワークショップを参照してください。
セクション
• 実行ロールのアクセス許可 (p. 574)
• イベントソースとしてストリームを設定する (p. 574)
• イベントソースマッピング API (p. 575)
• エラー処理 (p. 577)
• Amazon CloudWatch メトリクス (p. 578)
• 時間枠 (p. 578)
• バッチアイテムの失敗をレポートする (p. 581)
• Amazon DynamoDB Streams 設定パラメータ (p. 583)
• チュートリアル: Amazon DynamoDB Streams で AWS Lambda を使用する (p. 584)
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• サンプル関数コード (p. 590)
• AWS SAMDynamoDB アプリケーション用の テンプレート (p. 593)

実行ロールのアクセス許可
Lambda には、DynamoDB ストリームに関連するリソースを管理するための以下のアクセス許可が必要で
す。これを関数の実行ロールに追加します。
• dynamodb:DescribeStream
• dynamodb:GetRecords
• dynamodb:GetShardIterator
• dynamodb:ListStreams
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole 管理ポリシーには、これらのアクセス許可が含まれています。詳
細については、「Lambda 実行ロール (p. 53)」を参照してください。
SQS キューまたは SNS トピックに失敗したバッチのレコードを送信するには、関数に追加の許可が必要
になります。各送信先サービスには、次のように異なるアクセス許可が必要です。
• Amazon SQS － sqs:SendMessage
• Amazon SNS － sns:Publish

イベントソースとしてストリームを設定する
イベントソースマッピングを作成し、ストリームから Lambda 関数にレコードを送信するように Lambda
に通知します。複数のイベントソースマッピングを作成することで、複数の Lambda 関数で同じデータを
処理したり、1 つの関数で複数のストリームの項目を処理したりできます。
Lambda コンソールで DynamoDB Streams から読み取りを行うように関数を設定するには、DynamoDB
トリガーを作成します。

トリガーを作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.
4.

関数の名前を選択します。
[機能の概要] で、[トリガーを追加] を選択します。
トリガーのタイプを選択します。

5.

必須のオプションを設定し、[Add] (追加) を選択します。

Lambda は、DynamoDB イベントソースの以下のオプションをサポートしています。

イベントソースオプション
• DynamoDB テーブル - レコードの読み取り元の DynamoDB テーブル。
• バッチサイズ - 各バッチで関数に送信されるレコードの数。最大 10,000。Lambda は、イベントの合計
サイズが同期呼び出しのペイロード上限 (p. 818) (6 MB) を超えない限り、バッチ内のすべてのレコー
ドを単一の呼び出しで関数に渡します。
• バッチウィンドウ - 関数を呼び出す前にレコードを収集する最大時間（秒数）を指定します。
• 開始位置 - 新規レコードのみ、または既存のすべてのレコードを処理します。
• 最新 - ストリームに追加された新しいレコードを処理します。
• 水平トリム - ストリーム内のすべてのレコードを処理します。
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既存のレコードを処理した後、関数に戻り、新しいレコードの処理が続行されます。
• 障害発生時の宛先 — 処理できないレコードの SQS キューまたは SNS トピックです。Lambda は、
古すぎる、または再試行回数の上限に達したレコードのバッチを廃棄すると、バッチに関する詳細を
キューまたはトピックに送信します。
• 再試行回数 - 関数がエラーを返したときに Lambda が再試行する回数の上限です。これは、バッチが関
数に到達しなかったサービスエラーやスロットルには適用されません。
• レコードの最大有効期間 — Lambda が関数に送信するレコードの最大経過時間。
• エラー発生時のバッチ分割 — 関数がエラーを返した場合、再試行する前にバッチを 2 つに分割しま
す。元のバッチサイズ設定は変更されません。
• シャードごとの同時バッチ — 同じシャードからの複数のバッチを同時に処理します。
• 有効 - イベントソースマッピングを有効にするには、true に設定します。レコードの処理を停止するに
は、false に設定します。Lambda は、処理された最新のレコードを追跡し、マッピングが再度有効にな
るとその時点から処理を再開します。

Note
DynamoDB トリガーの一部として Lambda によって呼び出される GetRecords API コールに対し
ては、料金は発生しません。
後でイベントソース設定を管理するには、デザイナーでトリガーを選択します。

イベントソースマッピング API
AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS SDK を使用してイベントソースを管理するには、
以下の API オペレーションを使用できます。
• CreateEventSourceMapping (p. 927)
• ListEventSourceMappings (p. 1041)
• GetEventSourceMapping (p. 986)
• UpdateEventSourceMapping (p. 1114)
• DeleteEventSourceMapping (p. 959)
次の例では、AWS CLI を使用して、関数 my-function を、Amazon リソースネーム (ARN) により指定
された DynamoDB ストリーミングに、バッチサイズ 500 でマップします。
aws lambda create-event-source-mapping --function-name my-function --batch-size 500 -maximum-batching-window-in-seconds 5 --starting-position LATEST \
--event-source-arn arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table/
stream/2019-06-10T19:26:16.525

次のような出力が表示されます。
{

"UUID": "14e0db71-5d35-4eb5-b481-8945cf9d10c2",
"BatchSize": 500,
"MaximumBatchingWindowInSeconds": 5,
"ParallelizationFactor": 1,
"EventSourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table/
stream/2019-06-10T19:26:16.525",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"LastModified": 1560209851.963,
"LastProcessingResult": "No records processed",
"State": "Creating",
"StateTransitionReason": "User action",
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}

"DestinationConfig": {},
"MaximumRecordAgeInSeconds": 604800,
"BisectBatchOnFunctionError": false,
"MaximumRetryAttempts": 10000

その他のオプションを設定し、バッチの処理方法をカスタマイズしたり、処理できないレコードをいつ破
棄するかを指定したりします。次の例では、2 回の再試行後、またはレコードが 1 時間以上経過した場合
に、イベントソースマッピングを更新して障害レコードを SQS キューに送信します。
aws lambda update-event-source-mapping --uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b \
--maximum-retry-attempts 2 --maximum-record-age-in-seconds 3600
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": "arn:aws:sqs:useast-2:123456789012:dlq"}}'

こちらの出力が表示されるはずです。
{

"UUID": "f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b",
"BatchSize": 100,
"MaximumBatchingWindowInSeconds": 0,
"ParallelizationFactor": 1,
"EventSourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table/
stream/2019-06-10T19:26:16.525",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"LastModified": 1573243620.0,
"LastProcessingResult": "PROBLEM: Function call failed",
"State": "Updating",
"StateTransitionReason": "User action",
"DestinationConfig": {},
"MaximumRecordAgeInSeconds": 604800,
"BisectBatchOnFunctionError": false,
"MaximumRetryAttempts": 10000
}

更新された設定は非同期に適用され、プロセスが完了するまで出力に反映されません。get-eventsource-mapping コマンドを使用して、現在のステータスを表示します。
aws lambda get-event-source-mapping --uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b

こちらの出力が表示されるはずです。
{

"UUID": "f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b",
"BatchSize": 100,
"MaximumBatchingWindowInSeconds": 0,
"ParallelizationFactor": 1,
"EventSourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table/
stream/2019-06-10T19:26:16.525",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"LastModified": 1573244760.0,
"LastProcessingResult": "PROBLEM: Function call failed",
"State": "Enabled",
"StateTransitionReason": "User action",
"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:dlq"
}
},
"MaximumRecordAgeInSeconds": 3600,
"BisectBatchOnFunctionError": false,
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}

"MaximumRetryAttempts": 2

複数のバッチを同時に処理するには、--parallelization-factor オプションを使用します。
aws lambda update-event-source-mapping --uuid 2b733gdc-8ac3-cdf5-af3a-1827b3b11284 \
--parallelization-factor 5

エラー処理
DynamoDB ストリームからレコードを読み取るイベントソースマッピングは、関数を同期的に呼び出し、
エラー発生時に再試行します。Lambda が関数をスロットリングするか、関数を呼び出すことなくエラー
を返す場合、Lambda は、レコードの期限が切れる、またはイベントソースマッピングで設定した最大経
過時間を超過するまで再試行します。
関数がレコードを受信してもエラーが返された場合、バッチ内のレコードが期限切れになるか、最大経
過時間を超えるか、設定された再試行クォータに達するまで、Lambda は再試行します。関数エラーの場
合、失敗したバッチを 2 つのバッチに分割するように、イベントソースマッピングを構成することもでき
ます。小さなバッチで再試行すると、不良のレコードが分離され、タイムアウトの問題が回避されます。
バッチを分割しても、再試行クォータにはカウントされません。
エラー処理の対策に失敗すると、Lambda はレコードを破棄し、ストリームからのバッチ処理を継続しま
す。デフォルト設定では、不良レコードによって、影響を受けるシャードでの処理が最大 1 日間ブロック
される可能性があります。これを回避するには、関数のイベントソースマッピングを、適切な再試行回数
と、ユースケースに適合する最大レコード経過時間で設定します。
破棄されたバッチのレコードを保持するには、失敗したイベントの送信先を設定します。Lambda は、
バッチの詳細を含むドキュメントを送信先キューまたはトピックに送信します。

失敗したイベントのレコードの送信先を設定するには
1.
2.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
関数を選択します。

3.
4.
5.

[機能の概要 ] で、[送信先を追加 ] を選択します。
[Source] (送信元) で、[Stream invocation] (ストリームの呼び出し) を選択します。
[ストリーム] で、関数にマッピングされるストリームを選択します。

6.
7.

[送信先タイプ] で、呼び出しレコードを受信するリソースのタイプを選択します。
[送信先] で、リソースを選択します。

8.

[Save] を選択します。

次の例は、DynamoDB ストリームの呼び出しレコードを示しています。

Example 呼び出しレコード
{

"requestContext": {
"requestId": "316aa6d0-8154-xmpl-9af7-85d5f4a6bc81",
"functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:myfunction",
"condition": "RetryAttemptsExhausted",
"approximateInvokeCount": 1
},
"responseContext": {
"statusCode": 200,
"executedVersion": "$LATEST",
"functionError": "Unhandled"
},
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"version": "1.0",
"timestamp": "2019-11-14T00:13:49.717Z",
"DDBStreamBatchInfo": {
"shardId": "shardId-00000001573689847184-864758bb",
"startSequenceNumber": "800000000003126276362",
"endSequenceNumber": "800000000003126276362",
"approximateArrivalOfFirstRecord": "2019-11-14T00:13:19Z",
"approximateArrivalOfLastRecord": "2019-11-14T00:13:19Z",
"batchSize": 1,
"streamArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/mytable/
stream/2019-11-14T00:04:06.388"
}
}

この情報は、トラブルシューティングのためにストリームから影響を受けるレコードを取得する際に使用
できます。実際のレコードは含まれていないので、有効期限が切れて失われる前に、このレコードを処理
し、ストリームから取得する必要があります。

Amazon CloudWatch メトリクス
関数がレコードのバッチの処理を完了すると、Lambda により IteratorAge メトリクスが発生します。
メトリクスは、処理が終了したとき、バッチの最後のレコードがどれくらい時間が経過したレコードで
あったかを示します。関数が新しいイベントを処理する場合、イテレーターの有効期間を使用して、レ
コードが追加されてから関数によって処理されるまでのレイテンシーを推定できます。
イテレーターの有効期間が増加傾向の場合、関数に問題があることを示している可能性があります。詳細
については、「Lambda 関数のメトリクスの使用 (p. 744)」を参照してください。

時間枠
Lambda 関数は、連続ストリーム処理アプリケーションを実行できます。ストリームは、アプリケーショ
ンを継続的に流れる無限のデータを表します。この継続的に更新される入力からの情報を分析するため
に、時間に関して定義されたウィンドウを使用して、含まれるレコードをバインドできます。
タンブリングウィンドウは、一定の間隔で開閉する別個のタイムウィンドウです。ディフォルトで
は、Lambda 呼び出しはステートレス — 外部データベースがない場合、複数の連続した呼び出しでデー
タを処理するために使用することはできません。ただし、タンブリングウィンドウを使用して、呼び出
し間で状態を維持できます。この状態は、現在のウィンドウに対して以前に処理されたメッセージの集
計結果が含まれます。状態は、シャードごとに最大 1 MB にすることができます。このサイズを超える
と、Lambda はウィンドウを早期に終了します。
ストリームの各レコードは、特定のウィンドウに属しています。Lambda は各レコードを少なくとも 1 回
処理しますが、各レコードが 1 回だけ処理される保証はありません。エラー処理などのまれなケースで
は、一部のレコードが複数回処理されることがあります。レコードは常に最初から順番に処理されます。
レコードが複数回処理される場合、順不同で処理されます。

集約と処理
ユーザー管理関数は、集約と、その集約の最終結果を処理するために呼び出されます。Lambda は、ウィ
ンドウで受信したすべてのレコードを集約します。これらのレコードは、個別の呼び出しとして複数の
バッチで受け取ることができます。各呼び出しは状態を受け取ります。したがって、タンブリングウィン
ドウを使用する場合、Lambda 関数の応答に state プロパティが含まれている必要があります。応答に
state プロパティが含まれてないと、Lambda はこれを失敗した呼び出しと見なします。この条件を満た
すために、関数は次の JSON 形式の TimeWindowEventResponse オブジェクトを返すことができます。

Example TimeWindowEventResponse値
{

"state": {
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"1": 282,
"2": 715

}

},
"batchItemFailures": []

Note
Java 関数の場合は、Map<String, String>を使用して状態を表すことをお勧めします。
ウィンドウの最後で、フラグisFinalInvokeForWindowがtrueに設定され、これが最終状態であり、処
理の準備ができていることが示されます。処理が完了すると、ウィンドウが完了し、最終的な呼び出しが
完了し、状態は削除されます。
ウィンドウの最後に、Lambda は集計結果に対するアクションの最終処理を使用します。最終処理が同期
的に呼び出されます。呼び出しが成功すると、関数はシーケンス番号をチェックポイントし、ストリーム
処理が続行されます。呼び出しが失敗した場合、Lambda 関数は呼び出しが成功するまで処理を一時停止
します。

Example DynamodbtimeWindowEvent
{

"Records":[
{
"eventID":"1",
"eventName":"INSERT",
"eventVersion":"1.0",
"eventSource":"aws:dynamodb",
"awsRegion":"us-east-1",
"dynamodb":{
"Keys":{
"Id":{
"N":"101"
}
},
"NewImage":{
"Message":{
"S":"New item!"
},
"Id":{
"N":"101"
}
},
"SequenceNumber":"111",
"SizeBytes":26,
"StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"
},
"eventSourceARN":"stream-ARN"
},
{
"eventID":"2",
"eventName":"MODIFY",
"eventVersion":"1.0",
"eventSource":"aws:dynamodb",
"awsRegion":"us-east-1",
"dynamodb":{
"Keys":{
"Id":{
"N":"101"
}
},
"NewImage":{
"Message":{
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"S":"This item has changed"
},
"Id":{
"N":"101"
}

},
"OldImage":{
"Message":{
"S":"New item!"
},
"Id":{
"N":"101"
}
},
"SequenceNumber":"222",
"SizeBytes":59,
"StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"

},
{

}

},
"eventSourceARN":"stream-ARN"

"eventID":"3",
"eventName":"REMOVE",
"eventVersion":"1.0",
"eventSource":"aws:dynamodb",
"awsRegion":"us-east-1",
"dynamodb":{
"Keys":{
"Id":{
"N":"101"
}
},
"OldImage":{
"Message":{
"S":"This item has changed"
},
"Id":{
"N":"101"
}
},
"SequenceNumber":"333",
"SizeBytes":38,
"StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"
},
"eventSourceARN":"stream-ARN"

}
],
"window": {
"start": "2020-07-30T17:00:00Z",
"end": "2020-07-30T17:05:00Z"
},
"state": {
"1": "state1"
},
"shardId": "shard123456789",
"eventSourceARN": "stream-ARN",
"isFinalInvokeForWindow": false,
"isWindowTerminatedEarly": false

構成
イベントソースマッピング (p. 243)を作成または更新するときに 、タンブリングウィンドウを設定で
きます。タンブリングウィンドウを設定するには、ウィンドウを秒単位で指定します。次の例のAWS
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Command Line Interface (AWS CLI)コマンドは、タンブルウィンドウが120秒に設定されたストリーミン
グイベントソースマッピングを作成します。集約と処理のために Lambda 関数が定義した関数の名前は
tumbling-window-example-function です。
aws lambda create-event-source-mapping --event-source-arn arn:aws:dynamodb:useast-1:123456789012:stream/lambda-stream --function-name "arn:aws:lambda:useast-1:123456789018:function:tumbling-window-example-function" --region us-east-1 -starting-position TRIM_HORIZON --tumbling-window-in-seconds 120

Lambdaは、レコードがストリームに挿入された時間に基づいて、タンブルするウィンドウ境界を決定し
ます。すべてのレコードには、Lambda が境界の決定に使用するおおよそのタイムスタンプがあります。
ウィンドウの集合をタンブルしても、再共有はサポートされません。シャードが終了すると、Lambda は
ウィンドウが閉じているとみなし、子シャードは新しい状態で自身のウィンドウを開始します。
タンブルウィンドウは、既存の再試行ポリシーmaxRetryAttemptsおよびmaxRecordAgeを完全にサ
ポートします。

Example Handler.py - 集約と処理
次の Python 関数は、最終状態を集約して処理する方法を示しています。
def lambda_handler(event, context):
print('Incoming event: ', event)
print('Incoming state: ', event['state'])
#Check if this is the end of the window to either aggregate or process.
if event['isFinalInvokeForWindow']:
# logic to handle final state of the window
print('Destination invoke')
else:
print('Aggregate invoke')
#Check for early terminations
if event['isWindowTerminatedEarly']:
print('Window terminated early')
#Aggregation logic
state = event['state']
for record in event['Records']:
state[record['dynamodb']['NewImage']['Id']] = state.get(record['dynamodb']
['NewImage']['Id'], 0) + 1
print('Returning state: ', state)
return {'state': state}

バッチアイテムの失敗をレポートする
イベントソースからストリーミングデータを使用および処理する場合、デフォルトでは、バッ
チが完全に成功した場合にのみ、バッチの最大シーケンス番号に Lambda チェックポイント
が設定されます。Lambda は、他のすべての結果を完全な失敗として扱い、再試行の上限まで
バッチの処理を再試行します。ストリームからのバッチの処理中に部分的な成功を許可するに
は、ReportBatchItemFailuresをオンにします 。部分的な成功を許可すると、レコードの再試行回数
を減らすことができますが、成功したレコードの再試行の可能性を完全に妨げるわけではありません。
ReportBatchItemFailuresオンにするには 、ReportBatchItemFailures 列挙値
をFunctionResponseTypesリストに含めます。このリストは、関数で有効になっているレスポンスタイ
プを示します。このリストは、 イベントソースマッピング (p. 243)を作成または更新するときに設定がで
きます。
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レポートの構文
バッチアイテムの失敗に関するレポートを設定する場合、StreamsEventResponse クラスはバッチアイ
テムの失敗のリストとともに返されます。StreamsEventResponseオブジェクトを使用して、バッチ処
理で最初に失敗したレコードのシーケンス番号を返すことができます。また、正しいレスポンスシンタッ
クスを使用して、独自のカスタムクラスを作成することもできます。次の JSON 構造体は、必要な応答構
文を示しています。
{

}

"batchItemFailures": [
{
"itemIdentifier": "<id>"
}
]

Note
batchItemFailures 配列に複数の項目が含まれている場合、Lambda はシーケンス番号が最も
小さいレコードをチェックポイントとして使用します。その後、Lambda はそのチェックポイン
トからすべてのレコードを再試行します。

成功条件と失敗の条件
次のいずれかを返すと、Lambda はバッチを完全な成功として処理します:
• 空のbatchItemFailureリストです。
• null の batchItemFailure リスト
• 空の EventResponse
• ヌル EventResponse
次のいずれかを返すと、Lambda はバッチを完全な失敗として処理します:
• 空の文字列itemIdentifier
• ヌル itemIdentifier
• itemIdentifier間違えているキー名
Lambda は、再試行戦略に基づいて失敗を再試行します。

バッチを２分割します
呼び出しが失敗し、BisectBatchOnFunctionError オンになっている場合、バッチ
はReportBatchItemFailures設定に関係なく２分割されます。
部分的なバッチ成功レスポンスを受信し、BisectBatchOnFunctionError と
ReportBatchItemFailures の両方がオンになっている場合、バッチは返されたシーケンス番号で 2 分
割され、Lambda は残りのレコードのみを再試行します。
Java

Example Handler.java - 新しい StreamsEventResponse() を返します
import
import
import
import

com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.StreamsEventResponse;
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import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.models.dynamodb.StreamRecord;
import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class ProcessDynamodbRecords implements RequestHandler<DynamodbEvent,
Serializable> {
@Override
public StreamsEventResponse handleRequest(DynamodbEvent input, Context context) {
List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
ArrayList<>();
String curRecordSequenceNumber = "";
for (DynamodbEvent.DynamodbStreamRecord dynamodbStreamRecord :
input.getRecords()) {
try {
//Process your record
StreamRecord dynamodbRecord = dynamodbStreamRecord.getDynamodb();
curRecordSequenceNumber = dynamodbRecord.getSequenceNumber();
} catch (Exception e) {
/* Since we are working with streams, we can return the failed item
immediately.
Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
item onwards. */
batchItemFailures.add(new
StreamsEventResponse.BatchItemFailure(curRecordSequenceNumber));
return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);
}
}

}

}

return new StreamsEventResponse();

Python

Example Handler.py - batchItemFailures[] を返します
def handler(event, context):
records = event.get("Records")
curRecordSequenceNumber = "";
for record in records:
try:
# Process your record
curRecordSequenceNumber = record["dynamodb"]["SequenceNumber"]
except Exception as e:
# Return failed record's sequence number
return {"batchItemFailures":[{"itemIdentifier": curRecordSequenceNumber}]}
return {"batchItemFailures":[]}

Amazon DynamoDB Streams 設定パラメータ
すべての Lambda イベントソースタイプは、同じCreateEventSourceMapping (p. 927) および
UpdateEventSourceMapping (p. 1114) API オペレーションを共有しています。ただし、DynamoDB
Streams に適用されるのは一部のパラメータのみです。

583

AWS Lambda デベロッパーガイド
チュートリアル

DynamoDB Streams に適用されるイベントソースパラメータ
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

デフォルト

メモ

BatchSize

N

100

最大: 10,000

BisectBatchOnFunctionError
N
DestinationConfig

N

有効

N

EventSourceArn

Y

FunctionName

Y

false
廃棄されたレコードの
Amazon SQS キューま
たは Amazon SNS ト
ピックの送信先。
true
データストリームま
たはストリームコン
シューマーの ARN。

MaximumBatchingWindowInSeconds
N

0

MaximumRecordAgeInSeconds
N

-1

-1 に設定すると無制
限になり、失敗したレ
コードはレコードの有
効期限が切れるまで再
試行されます。
最小: -1
最大: 604800

MaximumRetryAttempts

N

-1

-1 に設定すると無制
限になり、失敗したレ
コードはレコードの有
効期限が切れるまで再
試行されます。
最小: -1
最大: 604800

ParallelizationFactor

N

StartingPosition

Y

1

最大: 10
TRIM_HORIZON または
LATEST

TumblingWindowInSecondsN

最小: 0
最大: 900

チュートリアル: Amazon DynamoDB Streams で
AWS Lambda を使用する
このチュートリアルでは、Amazon DynamoDB ストリームからのイベントを処理する Lambda 関数を作成
します。
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前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。

実行ロールを作成する
AWS リソースにアクセスするためのアクセス権限を関数に付与する実行ロール (p. 53)を作成します。

実行ロールを作成するには
1.

IAM コンソールの [roles page (ロールページ)] を開きます。

2.
3.

[ロールの作成] を選択します。
次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ – Lambda
• アクセス許可 - AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
• ロール名 - lambda-dynamodb-role

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole には、DynamoDB から項目を読み取り、 に CloudWatch Logs ロ
グを書き込むために、関数が必要とするアクセス許可があります。

関数を作成する
以下のコード例では、DynamoDB イベント入力を受け取り、含まれるメッセージを処理します。例示のた
め、このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。

Note
他の言語によるサンプルコードについては、「サンプル関数コード (p. 590)」を参照してくださ
い。

Example index.js
console.log('Loading function');
exports.handler = function(event, context, callback) {
console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
event.Records.forEach(function(record) {
console.log(record.eventID);
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console.log(record.eventName);
console.log('DynamoDB Record: %j', record.dynamodb);

};

});
callback(null, "message");

関数を作成するには
1.

サンプルコードを index.js という名前のファイルにコピーします。

2.

デプロイパッケージを作成します。
zip function.zip index.js

3.

create-function コマンドを使用して Lambda 関数を作成します。
aws lambda create-function --function-name ProcessDynamoDBRecords \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs12.x \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-dynamodb-role

Lambda 関数をテストする
このセットアップでは、invokeAWS Lambda の CLI コマンドと次のサンプルの DynamoDB イベントを
使用して、Lambda 関数を手動で呼び出します。

Example input.txt
{

"Records":[
{
"eventID":"1",
"eventName":"INSERT",
"eventVersion":"1.0",
"eventSource":"aws:dynamodb",
"awsRegion":"us-east-1",
"dynamodb":{
"Keys":{
"Id":{
"N":"101"
}
},
"NewImage":{
"Message":{
"S":"New item!"
},
"Id":{
"N":"101"
}
},
"SequenceNumber":"111",
"SizeBytes":26,
"StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"
},
"eventSourceARN":"stream-ARN"
},
{
"eventID":"2",
"eventName":"MODIFY",
"eventVersion":"1.0",
"eventSource":"aws:dynamodb",
"awsRegion":"us-east-1",
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},
{

}

]

}

"dynamodb":{
"Keys":{
"Id":{
"N":"101"
}
},
"NewImage":{
"Message":{
"S":"This item has changed"
},
"Id":{
"N":"101"
}
},
"OldImage":{
"Message":{
"S":"New item!"
},
"Id":{
"N":"101"
}
},
"SequenceNumber":"222",
"SizeBytes":59,
"StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"
},
"eventSourceARN":"stream-ARN"
"eventID":"3",
"eventName":"REMOVE",
"eventVersion":"1.0",
"eventSource":"aws:dynamodb",
"awsRegion":"us-east-1",
"dynamodb":{
"Keys":{
"Id":{
"N":"101"
}
},
"OldImage":{
"Message":{
"S":"This item has changed"
},
"Id":{
"N":"101"
}
},
"SequenceNumber":"333",
"SizeBytes":38,
"StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"
},
"eventSourceARN":"stream-ARN"

次の invoke コマンドを実行します。
aws lambda invoke --function-name ProcessDynamoDBRecords --payload file://input.txt
outputfile.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォルト
設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行します。
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詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参照してくださ
い。
この関数はレスポンス本文で文字列 message を返します。
outputfile.txt ファイルで出力を確認します。

ストリーミングが有効になった DynamoDB テーブルを作成する
ストリーミングが有効な Amazon DynamoDB テーブルを作成します。

DynamoDB テーブルを作成するには
1.
2.

DynamoDB コンソールを開きます。
[Create table] を選択します。

3.

次の設定でテーブルを作成します。
• テーブル名 – lambda-dynamodb-stream

4.

• プライマリキー – id (文字列)
[Create] を選択します。

ストリームを有効化するには
1.

DynamoDB コンソールを開きます。

2.
3.
4.

[テーブル] を選択します。
[lambda-dynamodb-stream] テーブルを選択します。
[Exports and streams] (エクスポートとストリーミング)で、[DynamoDB stream details] (DynamoDB
ストリーミングの詳細) を選択します。

5.
6.

[Enable] (有効化) を選択します。
[Enable stream] (ストリーミングを有効化) を選択します。

ストリーム ARN をメモします。こちらは、次のステップでストリームを Lambda 関数に関連付ける際に
必要になります。ストリームの有効化の詳細については、「DynamoDB Streams を使用したテーブルアク
ティビティのキャプチャ」を参照してください。

AWS Lambda でイベントソースを追加する
AWS Lambda でイベントソースマッピングを作成します。このイベントソースのマッピング
は、DynamoDB ストリームを Lambda 関数に関連付けます。このイベントソースのマッピングを作成する
と、AWS Lambda はストリームのポーリングを開始します。
次の AWS CLI create-event-source-mapping コマンドを実行します。コマンドの実行後、UUID を
メモします。この UUID は、イベントソースマッピングを削除するときなど、コマンドでイベントソース
マッピングを参照する場合に必要になります。
aws lambda create-event-source-mapping --function-name ProcessDynamoDBRecords \
--batch-size 100 --starting-position LATEST --event-source DynamoDB-stream-arn

これにより、指定された DynamoDB ストリームと Lambda 関数の間にマッピングが作成されま
す。DynamoDB ストリームを複数の Lambda 関数と関連付け、同じLambda 関数を複数のストリームと関
連付けることができます。ただし、Lambda 関数は、共有するストリーム用に、読み取りスループットを
共有します。
次のコマンドを実行して、イベントソースのマッピングのリストを取得できます。
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aws lambda list-event-source-mappings

このリストでは、作成済みのすべてのイベントソースのマッピングが返され、各マッピングに対して
LastProcessingResult などが示されます。問題がある場合、このフィールドは情報メッセージを提供
するために使用されます。No records processed (AWS Lambda がポーリングを開始していないか、
ストリームにレコードがないことを示す) や、OK (AWS Lambda がストリームから正常にレコードを読み
取り、Lambda 関数を呼び出したことを示す) などの値は、問題がないことを示しています。問題がある場
合は、エラーメッセージが返されます。
イベントソースマッピングが多数ある場合、関数の name パラメータを使用して結果を絞り込みます。
aws lambda list-event-source-mappings --function-name ProcessDynamoDBRecords

セットアップをテストする
エンドツーエンドエクスペリエンスをテストします。テーブルの更新を実行すると、DynamoDB はイベン
トレコードをストリームに書き込みます。ストリームをポーリングしている AWS Lambda は、ストリー
ムで新しいレコードを検出し、イベントを Lambda 関数に渡して、ユーザーに代わって関数を実行しま
す。
1. DynamoDB コンソールで、テーブルに項目を追加、更新、削除します。DynamoDB は、これらのアク
ションのレコードをストリームに書き込みます。
2. AWS Lambda は、ストリームをポーリングし、ストリームの更新を検出すると、ストリームで見つ
かったイベントデータを渡して Lambda 関数を呼び出します。
3. 関数が実行され、Amazon CloudWatch にログが作成されます。報告されたログは Amazon CloudWatch
コンソールで確認できます。

リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

作成した関数を選択します。

3.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。

4.

[削除] を選択します。

実行ロールを削除するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.

作成した実行ロールを選択します。

3.

[ロールの削除] を選択します。

4.

[はい、削除します] を選択します。

DynamoDB テーブルを削除するには
1.

DynamoDB コンソールで [Tables (テーブル)] ページを開きます。

2.

作成したテーブルを選択します。
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3.

[削除] を選択します。

4.

テキストボックスに「delete」と入力します。

5.

[削除] を選択します。

サンプル関数コード
サンプルコードは以下の言語で利用可能です。
トピック
• Node.js (p. 590)
• Java 11 (p. 590)
• C# (p. 591)
• Python 3 (p. 592)
• Go (p. 592)

Node.js
次の例では、DynamoDB からメッセージを処理し、その内容をログに記録します。

Example ProcessDynamoDBStream.js
console.log('Loading function');
exports.lambda_handler = function(event, context, callback) {
console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
event.Records.forEach(function(record) {
console.log(record.eventID);
console.log(record.eventName);
console.log('DynamoDB Record: %j', record.dynamodb);
});
callback(null, "message");
};

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、「.zip
ファイルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297)」を参照してください。

Java 11
次の例では、DynamoDB からのメッセージを処理して、その内容をログに記録します。 handleRequest
は、AWS Lambda が呼び出してデータを処理するハンドラーです。このハンドラーは、定義済みの
DynamodbEvent クラスを使用します。このクラスは aws-lambda-java-events ライブラリで定義さ
れています。

Example DDBEventProcessor.java
package example;
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent.DynamodbStreamRecord;

public class DDBEventProcessor implements
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RequestHandler<DynamodbEvent, String> {
public String handleRequest(DynamodbEvent ddbEvent, Context context) {
for (DynamodbStreamRecord record : ddbEvent.getRecords()){
System.out.println(record.getEventID());
System.out.println(record.getEventName());
System.out.println(record.getDynamodb().toString());

}

}

}
return "Successfully processed " + ddbEvent.getRecords().size() + " records.";

ハンドラーが例外をスローせずに正常に戻った場合、Lambda はレコードの入力バッチが正しく処理され
たと見なし、ストリーム内の新しいレコードの読み取りを開始します。ハンドラーによって例外がスロー
される場合、Lambda はレコードの入力バッチが処理されていないと見なし、レコードの同じバッチで関
数を再度呼び出します。

Dependencies
• aws-lambda-java-core
• aws-lambda-java-events
Lambda ライブラリの依存関係を使ってコードを構築し、デプロイパッケージを作成します。手順につい
ては、「.zip または JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397)」を参照してく
ださい。

C#
次の例では、DynamoDB からのメッセージを処理して、その内容をログに記録します。
ProcessDynamoEvent は、AWS Lambda が呼び出してデータを処理するハンドラーで
す。このハンドラーは、定義済みの DynamoDbEvent クラスを使用します。このクラスは
Amazon.Lambda.DynamoDBEvents ライブラリで定義されています。

Example ProcessingDynamoDBStreams.cs
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Text;
Amazon.Lambda.Core;
Amazon.Lambda.DynamoDBEvents;

using Amazon.Lambda.Serialization.Json;
namespace DynamoDBStreams
{
public class DdbSample
{
private static readonly JsonSerializer _jsonSerializer = new JsonSerializer();
public void ProcessDynamoEvent(DynamoDBEvent dynamoEvent)
{
Console.WriteLine($"Beginning to process {dynamoEvent.Records.Count}
records...");
foreach (var record in dynamoEvent.Records)
{
Console.WriteLine($"Event ID: {record.EventID}");
Console.WriteLine($"Event Name: {record.EventName}");
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}
}

}

}

string streamRecordJson = SerializeObject(record.Dynamodb);
Console.WriteLine($"DynamoDB Record:");
Console.WriteLine(streamRecordJson);

Console.WriteLine("Stream processing complete.");

private string SerializeObject(object streamRecord)
{
using (var ms = new MemoryStream())
{
_jsonSerializer.Serialize(streamRecord, ms);
return Encoding.UTF8.GetString(ms.ToArray());
}
}

.NET Core プロジェクトの Program.cs を上記のサンプルに置き換えます。手順については、「.zip ファ
イルアーカイブを使用して C# Lambda 関数をデプロイする (p. 470)」を参照してください。

Python 3
次の例では、DynamoDB からメッセージを処理し、その内容をログに記録します。

Example ProcessDynamoDBStream.py
from __future__ import print_function
def lambda_handler(event, context):
for record in event['Records']:
print(record['eventID'])
print(record['eventName'])
print('Successfully processed %s records.' % str(len(event['Records'])))

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、「.zip
ファイルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339)」を参照してください。

Go
次の例では、DynamoDB からメッセージを処理し、その内容をログに記録します。

Example
import (
"strings"
"github.com/aws/aws-lambda-go/events"

)

func handleRequest(ctx context.Context, e events.DynamoDBEvent) {
for _, record := range e.Records {
fmt.Printf("Processing request data for event ID %s, type %s.\n", record.EventID,
record.EventName)
// Print new values for attributes of type String
for name, value := range record.Change.NewImage {
if value.DataType() == events.DataTypeString {
fmt.Printf("Attribute name: %s, value: %s\n", name, value.String())
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}

}

}

}

go build を使って実行可能ファイルを構築し、デプロイパッケージを作成します。手順について
は、.zip ファイルアーカイブを使用して Go Lambda 関数をデプロイする (p. 439) を参照してください。

AWS SAMDynamoDB アプリケーション用の テンプ
レート
を使用してこのアプリケーションをビルドすることができます。AWS SAM。AWS SAM テンプレートの
詳細については、AWS SAM 開発者ガイドの「AWS Serverless Application Model テンプレートの基礎」
を参照してください。
チュートリアルアプリケーション (p. 584)のサンプル AWS SAM テンプレートを以下に示します。下の
テキストを .yaml ファイルにコピーし、以前作成した ZIP パッケージの隣に保存します。Handler および
Runtime パラメータ値は、前のセクションで関数を作成したときのものと一致する必要があります。

Example template.yaml
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
ProcessDynamoDBStream:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: handler
Runtime: runtime
Policies: AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
Events:
Stream:
Type: DynamoDB
Properties:
Stream: !GetAtt DynamoDBTable.StreamArn
BatchSize: 100
StartingPosition: TRIM_HORIZON
DynamoDBTable:
Type: AWS::DynamoDB::Table
Properties:
AttributeDefinitions:
- AttributeName: id
AttributeType: S
KeySchema:
- AttributeName: id
KeyType: HASH
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 5
StreamSpecification:
StreamViewType: NEW_IMAGE

パッケージおよびデプロイコマンドを使用してサーバーレスアプリケーションをパッケージングしてデプ
ロイする方法については、AWS Serverless Application Model 開発者ガイドの「サーバーレスアプリケー
ションのデプロイ」を参照してください。
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Amazon EC2 で AWS Lambda を使用する
AWS Lambdaを使用して、Amazon Elastic Compute Cloud のライフサイクルイベントを処理し、Amazon
EC2 リソースを管理します。Amazon EC2 は、インスタンスの状態が変化したとき、Amazon Elastic
Block Store ボリュームのスナップショットが完了したとき、スポットインスタンスの終了が予定されて
いるときなどのライフサイクルイベントにおいて、イベントを Amazon EventBridge (CloudWatch Events)
に送信します。これらのイベントを Lambda 関数に転送して処理を行うように、Eventbridge (CloudWatch
Events) を設定します。
Eventbridge (CloudWatch Events) は、Amazon EC2 からのイベントドキュメントを使用して、Lambda 関
数を非同期的に呼び出します。

Example インスタンスのライフサイクルイベント
{

}

"version": "0",
"id": "b6ba298a-7732-2226-xmpl-976312c1a050",
"detail-type": "EC2 Instance State-change Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "111122223333",
"time": "2019-10-02T17:59:30Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:instance/i-0c314xmplcd5b8173"
],
"detail": {
"instance-id": "i-0c314xmplcd5b8173",
"state": "running"
}

Eventbridge (CloudWatch Events) でのイベント設定の詳細については、Amazon EventBridge
(CloudWatch Events) でAWS Lambdaを使用する (p. 548)を参照してください。Amazon EBS スナップ
ショット通知を処理する関数の例については、Linux インスタンス向け Amazon EC2 ユーザーガイドの
Amazon EBS の Amazon EventBridge (CloudWatch Events) を参照してください。
AWS SDK を使用して、Amazon EC2 API でインスタンスやその他のリソースを管理することもで
きます。C# でサンプルアプリケーションを使用するチュートリアルについては、「」を参照してく
ださいチュートリアル: AWS SDK for .NET を使用して Amazon EC2 スポットインスタンスを管理す
る (p. 595)

許可
Amazon EC2 のライフサイクルイベントを処理するには、Eventbridge (CloudWatch Events) で関数を呼
び出すためのアクセス許可が必要です。このアクセス許可は、関数のリソースベースのポリシー (p. 69)か
ら取得します。Eventbridge (CloudWatch Events) コンソールを使用してイベントトリガーを設定する場合
は、コンソールがユーザーに代わってリソースベースのポリシーを更新します。それ以外の場合は、次の
ようなステートメントを追加します。

Example Amazon EC2 ライフサイクル通知に使用するリソースベースのポリシーステートメント
{

"Sid": "ec2-events",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "events.amazonaws.com"
},
"Action": "lambda:InvokeFunction",
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}

"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-2:12456789012:function:my-function",
"Condition": {
"ArnLike": {
"AWS:SourceArn": "arn:aws:events:us-east-2:12456789012:rule/*"
}
}

ステートメントを追加するには、add-permission AWS CLI コマンドを使用します。
aws lambda add-permission --action lambda:InvokeFunction --statement-id ec2-events \
--principal events.amazonaws.com --function-name my-function --source-arn
'arn:aws:events:us-east-2:12456789012:rule/*'

関数で AWS SDK を使用して Amazon EC2 リソースを管理する場合は、関数の実行ロール (p. 53)に
Amazon EC2 アクセス許可を追加します。

チュートリアル: AWS SDK for .NET を使用して
Amazon EC2 スポットインスタンスを管理する
AWS SDK for .NET を使用して、C# コードで Amazon EC2 スポットインスタンスを管理できます。SDK
では、Amazon EC2 API を使用して、スポットインスタンスのリクエストの作成、リクエストの受理日時
の確認、リクエストの削除、作成されたインスタンスの識別を行うことができます。
このチュートリアルでは、これらのタスクを実行するためのコードと、ローカルまたは AWS で実行で
きるサンプルアプリケーションを提供します。チュートリアルに含まれているサンプルプロジェクト
は、AWS Lambda の .NET Core 2.1 ランタイムにデプロイできます。
スポットインスタンスの使用方法とベストプラクティスの詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイド
のスポットインスタンスを参照してください。

Prerequisites
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。
このチュートリアルでは、開発者ガイドの GitHub リポジトリのコードを使用します。リポジトリに
は、その手順に従うために必要なヘルパースクリプトと設定ファイルも含まれています。リポジトリ
(github.com/awsdocs/aws-lambda-developer-guide) を複製します。
サンプルコードを使用するには、以下のツールが必要です。
• AWS CLI - サンプルアプリケーションを AWS にデプロイするには、AWS CLI をインストールしま
す。AWS CLI には、サンプルコードをローカルで実行するときの認証情報も用意されています。
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• .NET Core CLI - コードをローカルで実行してテストするには、.NET Core SDK 2.1 をインストールしま
す。
• Lambda .NET Core Global Tool - Lambda のデプロイパッケージを構築するには、.NET Core CLI を使用
して .NET Core Global Tool をインストールします。
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools

このチュートリアルのコードでは、Amazon EC2 インスタンスを起動するスポットリクエストを管理しま
す。コードをローカルで実行するには、次の API を使用するアクセス許可を持つ SDK 認証情報が必要で
す。
• ec2:RequestSpotInstance
• ec2:GetSpotRequestState
• ec2:CancelSpotRequest
• ec2:TerminateInstances
AWS でサンプルアプリケーションを実行するには、Lambda を使用するためのアクセス許可 (p. 52) と以
下のサービスを使用するためのアクセス許可が必要です。
• AWS CloudFormation (料金表)
• Amazon Elastic Compute Cloud(料金)
各サービスには標準料金が適用されます。

コードの確認
サンプルプロジェクトを sample-apps/ec2-spotの下のガイドリポジトリで見つけます。このディレクトリ
には、Lambda 関数コード、テスト、プロジェクトファイル、スクリプト、および AWS CloudFormation
テンプレートが含まれています。
Function クラスには、他のメソッドを呼び出してスポットリクエストの作成、ステータスの確認、およ
びクリーンアップを行う FunctionHandler メソッドが含まれています。静的コンストラクタに AWS
SDK for .NET で Amazon EC2 クライアントを作成し、クラス全体で使用できるようにします。

Example Function.cs – FunctionHandler
using Amazon.EC2;
...
public class Function
{
private static AmazonEC2Client ec2Client;
static Function() {
AWSSDKHandler.RegisterXRayForAllServices();
ec2Client = new AmazonEC2Client();
}
public async Task<string> FunctionHandler(Dictionary<string, string> input,
ILambdaContext context)
{
// More AMI IDs: amazon-linux-2/release-notes/
// us-east-2 HVM EBS-Backed 64-bit Amazon Linux 2
string ami = "ami-09d9edae5eb90d556";
string sg = "default";
InstanceType type = InstanceType.T3aNano;
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count);

string price = "0.003";
int count = 1;
var requestSpotInstances = await RequestSpotInstance(ami, sg, type, price,

var spotRequestId =
requestSpotInstances.SpotInstanceRequests[0].SpotInstanceRequestId;

RequestSpotInstance メソッドはスポットインスタンスリクエストを作成します。

Example Function.cs – RequestSpotInstance
using Amazon;
using Amazon.Util;
using Amazon.EC2;
using Amazon.EC2.Model;
...
public async Task<RequestSpotInstancesResponse> RequestSpotInstance(
string amiId,
string securityGroupName,
InstanceType instanceType,
string spotPrice,
int instanceCount)
{
var request = new RequestSpotInstancesRequest();
var launchSpecification = new LaunchSpecification();
launchSpecification.ImageId = amiId;
launchSpecification.InstanceType = instanceType;
launchSpecification.SecurityGroups.Add(securityGroupName);
request.SpotPrice = spotPrice;
request.InstanceCount = instanceCount;
request.LaunchSpecification = launchSpecification;
RequestSpotInstancesResponse response = await
ec2Client.RequestSpotInstancesAsync(request);

...

}

return response;

次に、最後のステップに進む前に、スポットリクエストの状態が Active になるまで待つ必要がありま
す。スポットリクエストの状態を確認するには、DescribeSpotInstanceRequests メソッドを使用して、モ
ニタリング対象のスポットリクエスト ID の状態を取得します。
public async Task<SpotInstanceRequest> GetSpotRequest(string spotRequestId)
{
var request = new DescribeSpotInstanceRequestsRequest();
request.SpotInstanceRequestIds.Add(spotRequestId);
var describeResponse = await ec2Client.DescribeSpotInstanceRequestsAsync(request);
}

return describeResponse.SpotInstanceRequests[0];

最後のステップは、リクエストとインスタンスのクリーンアップです。未完了リクエストのキャンセル
と、インスタンスの削除の両方を行うことが重要です。リクエストをキャンセルするだけではインスタン
スは終了しないので、引き続きお客様への課金が発生することになります。インスタンスを削除すると、
スポットリクエストがキャンセルされることもありますが、場合によっては (たとえば、永続的リクエス
トを使用した場合)、インスタンスを終了しただけでは、リクエストの再処理を停止できないことがありま
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す。したがって、アクティブなリクエストのキャンセルと実行中インスタンスの終了の両方を行うことを
お勧めします。
スポットリクエストをキャンセルするには、CancelSpotInstanceRequests メソッドを使用します。次の例
では、スポットリクエストをキャンセルする方法を示します。
public async Task CancelSpotRequest(string spotRequestId)
{
Console.WriteLine("Canceling request " + spotRequestId);
var cancelRequest = new CancelSpotInstanceRequestsRequest();
cancelRequest.SpotInstanceRequestIds.Add(spotRequestId);
}

await ec2Client.CancelSpotInstanceRequestsAsync(cancelRequest);

インスタンスを終了するには、TerminateInstances メソッドを使用します。
public async Task TerminateSpotInstance(string instanceId)
{
Console.WriteLine("Terminating instance " + instanceId);
var terminateRequest = new TerminateInstancesRequest();
terminateRequest.InstanceIds = new List<string>() { instanceId };
try
{
var terminateResponse = await ec2Client.TerminateInstancesAsync(terminateRequest);
}
catch (AmazonEC2Exception ex)
{
// Check the ErrorCode to see if the instance does not exist.
if ("InvalidInstanceID.NotFound" == ex.ErrorCode)
{
Console.WriteLine("Instance {0} does not exist.", instanceId);
}
else
{
// The exception was thrown for another reason, so re-throw the exception.
throw;
}
}
}

ローカルでのコードの実行
ローカルマシンでコードを実行し、スポットインスタンスリクエストを作成します。リクエストが受理さ
れると、コードはリクエストを削除し、インスタンスを終了します。

アプリケーションコードを実行するには
1.

ec2Spot.Tests ディレクトリに移動します。
cd test/ec2Spot.Tests

2.

.NET CLI を使用して、プロジェクトの単体テストを実行します。
dotnet test

次のような出力が表示されます。
Starting test execution, please wait...
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sir-x5tgs5ij
open
open
open
open
open
active
Canceling request sir-x5tgs5ij
Terminating instance i-0b3fdff0e12e0897e
Complete
Test Run Successful.
Total tests: 1
Passed: 1
Total time: 7.6060 Seconds

単体テストは FunctionHandler メソッドを呼び出して、スポットインスタンスリクエストを作成し、モニ
タリングして、クリーンアップします。これは、xUnit.net テストフレームワークに実装されています。

アプリケーションのデプロイ
サーバーレスアプリケーションを作成するための出発点として Lambda でコードを実行します。

アプリケーションをデプロイしてテストするには
1.

リージョンを us-east-2 に設定します。
export AWS_DEFAULT_REGION=us-east-2

2.

デプロイアーティファクトのバケットを作成します。
./create-bucket.sh

次のような出力が表示されます。
make_bucket: lambda-artifacts-63d5cbbf18fa5ecc

3.

デプロイパッケージを作成し、アプリケーションをデプロイします。
./deploy.sh

次のような出力が表示されます。
Amazon Lambda Tools for .NET Core applications (3.3.0)
Project Home: https://github.com/aws/aws-extensions-for-dotnet-cli, https://github.com/
aws/aws-lambda-dotnet
Executing publish command
...
Created publish archive (ec2spot.zip)
Lambda project successfully packaged: ec2spot.zip
Uploading to ebd38e401cedd7d676d05d22b76f0209 1305107 / 1305107.0 (100.00%)
Successfully packaged artifacts and wrote output template to file out.yaml.
Run the following command to deploy the packaged template
aws cloudformation deploy --template-file out.yaml --stack-name <YOUR STACK NAME>
Waiting for changeset to be created..
Waiting for stack create/update to complete
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Successfully created/updated stack - ec2-spot

4.

Lambda コンソールのアプリケーションページを開きます。

5.

[リソース]で、[関数] を選択します。

6.

[テスト] を選択し、デフォルトのテンプレートからテストイベントを作成します。

7.

[テスト] を再度選択して関数を呼び出します。

ログとトレース情報を表示して、スポットリクエスト ID と Amazon EC2 への呼び出しのシーケンスを確
認します。
サービスマップを表示するには、X-Ray コンソールのサービスマップページを開きます。
サービスマップでノードを選択し、[トレースの表示] を選択してトレースを一覧表示します。一覧からト
レースを選択すると、関数が Amazon EC2 に対して行った呼び出しのタイムラインが表示されます。

クリーンアップ
このチュートリアルに示すコードは、スポットインスタンスリクエストの作成と削除、およびスポットイ
ンスタンスリクエストで起動したインスタンスの終了を行うように設計されています。ただし、エラー
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が発生すると、リクエストとインスタンスは自動的にクリーンアップされない場合があります。Amazon
EC2 コンソールでスポットリクエストとインスタンスを表示します。

Amazon EC2 リソースがクリーンアップされていることを確認するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソールのスポットリクエストページを開きます。
リクエストの状態が [キャンセル済み] になっていることを確認します。

3.
4.

[キャパシティ ] 列でインスタンス ID を選択し、インスタンスを表示します。
インスタンスの状態が [終了済み] または [シャットダウン中] であることを確認します。

サンプル関数とサポートリソースをクリーンアップするには、AWS CloudFormation スタックおよび作成
したアーティファクトバケットを削除します。
./cleanup.sh

次のような出力が表示されます。
Delete deployment artifacts and bucket (lambda-artifacts-63d5cbbf18fa5ecc)?y
delete: s3://lambda-artifacts-63d5cbbf18fa5ecc/ebd38e401cedd7d676d05d22b76f0209
remove_bucket: lambda-artifacts-63d5cbbf18fa5ecc

関数のロググループは自動的に削除されません。削除するには、CloudWatch Logs コンソールで行いま
す。X-Ray のトレースは数週間後に失効し、自動的に削除されます。
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チュートリアル: Amazon VPC の Amazon
ElastiCache にアクセスする Lambda 関数の設定
このチュートリアルでは、以下の作業を行います。
• デフォルトの Amazon Virtual Private Cloud に Amazon ElastiCache クラスターを作成しま
す。ElastiCache の詳細については、Amazon ElastiCache を参照してください。
• ElastiCache クラスターにアクセスするための Lambda 関数を作成します。Lambda 関数を作成する際
には、Lambda 関数で VPC 内のリソースにアクセスできるように、Amazon VPC 内のサブネット ID と
VPC セキュリティグループを指定します。このチュートリアルでは、例示のため、この Lambda 関数で
UUID の生成、キャッシュへの書き込み、キャッシュからの取得を行います。
• Lambda 関数を呼び出し、この関数が VPC 内の ElastiCache クラスターにアクセスしたことを確認しま
す。
Amazon VPC で Lambda を使用する方法の詳細については、VPC 内のリソースにアクセスするように
Lambda 関数を設定する (p. 197) を参照してください。

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。

実行ロールを作成する
AWS リソースにアクセスするためのアクセス権限を関数に付与する実行ロール (p. 53)を作成します。

実行ロールを作成するには
1.

IAM コンソールの [roles page (ロールページ)] を開きます。

2.

[ロールの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ – Lambda
• アクセス許可 - AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
• ロール名 - lambda-vpc-role
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AWSLambdaVPCAccessExecutionRole には、VPC へのネットワーク接続を管理するために関数が必要と
するアクセス許可があります。

ElastiCache クラスターを作成する
デフォルトの VPC で ElastiCache クラスターを作成します。
1.

次の AWS CLI コマンドを実行して、Memcached クラスターを作成します。
aws elasticache create-cache-cluster --cache-cluster-id ClusterForLambdaTest --cachenode-type cache.t3.medium --engine memcached --num-cache-nodes 1 --security-groupids sg-0123a1b123456c1de

デフォルトの VPC セキュリティグループは、VPC コンソールで [Security Groups] から参照できま
す。チュートリアルの Lambda 関数ではこのクラスターに対して項目の追加や取得を行います。
2.

起動したキャッシュクラスターの設定エンドポイントをメモします。これは Amazon ElastiCache コ
ンソールから取得できます。次のセクションでは、Lambda 関数コードでこの値を指定します。

デプロイパッケージを作成する
次の例の Python コードでは、ElastiCache クラスターに対して項目の読み取り/書き込みを行います。

Example app.py
from __future__ import print_function
import time
import uuid
import sys
import socket
import elasticache_auto_discovery
from pymemcache.client.hash import HashClient
#elasticache settings
elasticache_config_endpoint = "your-elasticache-cluster-endpoint:port"
nodes = elasticache_auto_discovery.discover(elasticache_config_endpoint)
nodes = map(lambda x: (x[1], int(x[2])), nodes)
memcache_client = HashClient(nodes)
def handler(event, context):
"""
This function puts into memcache and get from it.
Memcache is hosted using elasticache
"""
#Create a random UUID... this will be the sample element we add to the cache.
uuid_inserted = uuid.uuid4().hex
#Put the UUID to the cache.
memcache_client.set('uuid', uuid_inserted)
#Get item (UUID) from the cache.
uuid_obtained = memcache_client.get('uuid')
if uuid_obtained.decode("utf-8") == uuid_inserted:
# this print should go to the CloudWatch Logs and Lambda console.
print ("Success: Fetched value %s from memcache" %(uuid_inserted))
else:
raise Exception("Value is not the same as we put :(. Expected %s got %s"
%(uuid_inserted, uuid_obtained))
return "Fetched value from memcache: " + uuid_obtained.decode("utf-8")
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依存関係
• pymemcache - Lambda 関数コードはこのライブラリを使用して HashClient オブジェクトを作成
し、memcache に対して項目の設定および取得を行います。
• elasticache-auto-discovery - Lambda 関数はこのライブラリを使用して、Amazon ElastiCache クラス
ター内のノードを取得します。
Pip で依存関係をインストールし、デプロイメントパッケージを作成します。手順については、.zip ファイ
ルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339) を参照してください。

Lambda 関数を作成する
create-function コマンドを使用して Lambda 関数を作成します。
aws lambda create-function --function-name AccessMemCache --timeout 30 --memory-size 1024 \
--zip-file fileb://function.zip --handler app.handler --runtime python3.8 \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-vpc-role \
--vpc-config SubnetIds=subnet-0532bb6758ce7c71f,subnetd6b7fda068036e11f,SecurityGroupIds=sg-0897d5f549934c2fb

VPC のサブネット ID およびデフォルトのセキュリティグループ ID は、VPC コンソールで確認できま
す。

Lambda 関数をテストする
このステップでは、invoke コマンドを使用して Lambda 関数を手動で呼び出します。実行された
Lambda 関数は UUID を生成し、Lambda コードで指定された ElastiCache クラスターに、その UUID を
書き込みます。次に、Lambda 関数はキャッシュから項目を取得します。
1.

invoke コマンドを使用して Lambda 関数を呼び出します。
aws lambda invoke --function-name AccessMemCache output.txt

2.

Lambda 関数が正常に実行されたことを、次のように確認します。
• output.txt ファイルを確認します。
• AWS Lambda コンソールで結果を確認します。
• CloudWatch Logs で結果を確認します。

VPC 内の ElastiCache クラスターにアクセスする Lambda 関数が完成したので、イベントへの応答として
この関数を呼び出すことができます。イベントソースの設定と例については、「」を参照してください他
のサービスで AWS Lambda を使用する (p. 509)

リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

作成した関数を選択します。
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3.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。

4.

[削除] を選択します。

実行ロールを削除するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.
3.

作成した実行ロールを選択します。
[ロールの削除] を選択します。

4.

[はい、削除します] を選択します。

ElastiCache クラスターを削除するには
1.

ElastiCache コンソールの Memcached のページを開きます。

2.

作成したクラスターを選択します。

3.

[ Actions] で、[Delete ] を選択します。

4.

[削除] を選択します。
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Application Load Balancer で AWS Lambda を使用
する
Lambda 関数を使用すると、Application Load Balancer のリクエストを処理することができます。Elastic
Load Balancing は、Application Load Balancer のターゲットとして Lambda 関数をサポートしています。
パス、またはその他のヘッダー値に基づき、ロードバランサールールを使用して、HTTP リクエストを関
数にルーティングします。リクエストを処理して、Lambda 関数の HTTP レスポンスを返します。
Elastic Load Balancing は、リクエストボディおよびメタデータを含むイベントを使用して、Lambda 関数
を同期的に呼び出します。

Example Application Load Balancer リクエストイベント
{

"requestContext": {
"elb": {
"targetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:useast-2:123456789012:targetgroup/lambda-279XGJDqGZ5rsrHC2Fjr/49e9d65c45c6791a"
}
},
"httpMethod": "GET",
"path": "/lambda",
"queryStringParameters": {
"query": "1234ABCD"
},
"headers": {
"accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/
apng,*/*;q=0.8",
"accept-encoding": "gzip",
"accept-language": "en-US,en;q=0.9",
"connection": "keep-alive",
"host": "lambda-alb-123578498.us-east-2.elb.amazonaws.com",
"upgrade-insecure-requests": "1",
"user-agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36",
"x-amzn-trace-id": "Root=1-5c536348-3d683b8b04734faae651f476",
"x-forwarded-for": "72.12.164.125",
"x-forwarded-port": "80",
"x-forwarded-proto": "http",
"x-imforwards": "20"
},
"body": "",
"isBase64Encoded": false
}

関数は、イベントを処理し、応答ドキュメントを JSON でロードバランサーに返します。Elastic Load
Balancing は、このドキュメントを HTTP 成功またはエラーの応答に変換し、ユーザーに返します。

Example レスポンスドキュメントの形式
{

}

"statusCode": 200,
"statusDescription": "200 OK",
"isBase64Encoded": False,
"headers": {
"Content-Type": "text/html"
},
"body": "<h1>Hello from Lambda!</h1>"
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Application Load Balancer を関数トリガーとして設定するには、まず、関数を実行するアクセス許可を
Elastic Load Balancing に付与します。次に、リクエストを関数にルーティングするターゲットグループを
作成し、リクエストをターゲットグループに送信するルールをロードバランサーに追加します。
add-permission コマンドを使用して、アクセス許可ステートメントを関数のリソースベースのポリ
シーに追加します。
aws lambda add-permission --function-name alb-function \
--statement-id load-balancer --action "lambda:InvokeFunction" \
--principal elasticloadbalancing.amazonaws.com

次のような出力が表示されます。
{

"Statement": "{\"Sid\":\"load-balancer\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"Service
\":\"elasticloadbalancing.amazonaws.com\"},\"Action\":\"lambda:InvokeFunction\",\"Resource
\":\"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:alb-function\"}"
}

Application Load Balancer のリスナーおよびターゲットグループの設定手順については、Application Load
Balancer ユーザーガイドのターゲットとしての Lambda 関数を参照してください。

607

AWS Lambda デベロッパーガイド
EFS

Lambda で Amazon EFS を使用する
Lambda は Amazon Elastic File System (Amazon EFS) と統合して、Lambda アプリケーションに対するセ
キュアな共有ファイルシステムアクセスをサポートします。初期化中に、VPC 内のローカルネットワーク
を介して、NFS プロトコルを使ってファイルシステムをマウントするよう、関数を設定することができま
す。Lambda は接続を管理し、ファイルシステムとの間で送受信されるすべてのトラフィックを暗号化し
ます。
ファイルシステムと Lambda 関数は同じリージョンに存在している必要があります。あるアカウント内の
Lambda 関数は、別のアカウントにファイルシステムをマウントできます。このシナリオでは、関数 VPC
とファイルシステム VPC との間で VPC ピア接続を設定します。

Note
ファイルシステムに接続するよう関数を設定する方法については、「」を参照してくださ
いLambda 関数のファイルシステムアクセスの設定 (p. 213)
Amazon EFS は、複数の関数が同時に同じファイルシステムに書き込もうとした場合に、破損を防ぐた
めにファイルロックをサポートしています。Amazon EFS のロックは NFS v4.1 プロトコルのアドバイザ
リーロックに従っており、アプリケーションではファイル全体に対するロックとバイト範囲に対するロッ
クの両方を使用できます。
Amazon EFS には、大規模環境で高いパフォーマンスを維持するためのアプリケーションのニーズに基づ
いて、ファイルシステムをカスタマイズするオプションがあります。考慮すべき主な要因は、接続数、ス
ループット (MiB/秒)、IOPS の 3 つです。

Quotas
ファイルシステムのクォータと制限の詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイ
ドの Amazon EFS ファイルシステムのクォータ を参照してください。
スケーリング、スループット、および IOPS に関する問題を回避するには、Amazon EFS が Amazon
CloudWatch に送信するメトリクスをモニタリングします。Amazon EFS でのモニタリングの概要につい
ては、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの Monitoring Amazon EFS を参照してください。
セクション
• Connections (p. 608)
• Throughput (p. 609)
• IOPS (p. 609)

Connections
Amazon EFS は、ファイルシステムごとに最大 25,000 の接続をサポートします。初期化中、関数の各イ
ンスタンスは、呼び出しの間持続するファイルシステムへの単一の接続を作成します。つまり、ファイル
システムに接続されている 1 つまたは複数の関数間では、25,000 の同時接続数に到達する可能性がありま
す。関数が作成する接続数を制限するには、予約済み同時実行 (p. 186)を使用します。
ただし、関数のコードまたは設定を大規模に変更すると、関数インスタンスの数が、現在の同時実行数を
超えて一時的に増加します。Lambda は、新しいリクエストを処理するために新しいインスタンスをプロ
ビジョニングしますが、古いインスタンスがファイルシステムへの接続を閉じるまでに多少の遅延が生じ
ます。デプロイ中に最大接続数の制限に達するのを回避するには、ローリングデプロイ (p. 794)を使用し
ます。ローリングデプロイでは、変更するたびにトラフィックを新しいバージョンに徐々に移行します。
Amazon EC2 などの他のサービスから同じファイルシステムに接続する場合は、Amazon EFS での接
続のスケーリング動作にも注意する必要があります。ファイルシステムでは、バーストで最大 3,000
の接続の作成がサポートされ、その後は 1 分あたり 500 の新しい接続がサポートされます。これ
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は、Lambda のバーストスケーリング (p. 30)動作に一致し、リージョン内のすべての関数に該当します。
ただし、Lambda の外部で接続を作成している場合、関数はフルスピードでスケールできないことがあり
ます。
接続のアラームをモニタリングしてトリガーするには、ClientConnections メトリクスを使用します。

Throughput
大規模環境では、ファイルシステムの最大スループットを超えることもできます。バーストモード (デ
フォルト) では、ファイルシステムのベースラインスループットが低く、サイズに応じて直線的にスケー
ルされます。アクティビティのバーストを可能にするために、ファイルシステムにバーストクレジットが
付与され、100 MiB/秒以上のスループットを使用できます。クレジットは継続的に蓄積され、読み取りお
よび書き込みオペレーションごとに消費されます。ファイルシステムのクレジットが不足すると、ベース
ラインスループットを超えた読み取りおよび書き込みオペレーションが調整されます。それにより、呼び
出しがタイムアウトする可能性があります。

Note
プロビジョニングされた同時実行 (p. 186)を使用する場合、関数はアイドル状態でもバーストク
レジットを消費できます。プロビジョニングされた同時実行では、関数のインスタンスは呼び出
される前に Lambda によって初期化され、数時間ごとにリサイクルされます。初期化中に接続さ
れたファイルシステム上のファイルを使用する場合、このアクティビティではすべてのバースト
クレジットを使用できます。
スループットに関するアラームをモニタリングしてトリガーするには、BurstCreditBalance メトリ
クスを使用します。このメトリクスは、関数の同時実行数が低い場合は高くなり、高い場合は低くなりま
す。アクティビティの少ない間にピークトラフィックに対応するために、メトリクスが常に低くなるか蓄
積しない場合は、関数の同時実行数の制限や、プロビジョニングされたスループットの有効化が必要にな
る可能性があります。

IOPS
入出力オペレーション/秒 (IOPS) は、ファイルシステムによって処理される読み取りおよび書き込みオペ
レーション数の測定値です。汎用モードでは、IOPS は低レイテンシーを実現するために制限されます。
これはほとんどのアプリケーションにとって有益です。
汎用モードで IOPS をモニタリングしてアラームを作成するには、PercentIOLimit メトリクスを使用
します。このメトリクスが 100% に達すると、関数は、読み取りおよび書き込みオペレーションの完了を
待機してタイムアウトする可能性があります。
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で AWS Lambda を使用するAWS IoT
AWS IoT は、インターネットに接続されたデバイス (センサーなど) と AWS クラウドとの安全な通信を提
供します。これにより、複数のデバイスからテレメトリデータを収集して保存および分析できます。
デバイスが AWS IoT のサービスとやり取りするための AWS ルールを作成できます。AWS IoTルー
ルエンジンは、メッセージペイロードからデータを選択して他のサービス (Amazon S3、Amazon
DynamoDB、AWS Lambda など) に送信するための SQL べ―スの言語を提供します。AWS の別のサービ
スやサードパーティーのサービスを呼び出す場合は、Lambda 関数を呼び出すためのルールを定義しま
す。
着信 IoT メッセージによってルールがトリガーされると、AWS IoT は Lambda 関数を非同期的
に (p. 235)呼び出し、IoT メッセージから関数にデータを渡します。
次の例は、温室センサーの湿度値を示しています。row 値と pos 値は、センサーの位置を識別します。こ
のイベント例は、AWS IoT ルールチュートリアルの greenhouse タイプに基づいています。

Example AWS IoT メッセージイベント
{

}

"row" : "10",
"pos" : "23",
"moisture" : "75"

非同期呼び出しで、関数がエラーを返した場合、Lambda はメッセージをキューに入れ、エラーになった
呼び出しを再試行 (p. 258)します。関数を設定するには、送信先 (p. 237)を使用して、関数が処理できな
かったイベントを保持します。
Lambda 関数を呼び出すためのアクセス許可を AWS IoT サービスに付与する必要があります。addpermission コマンドを使用して、アクセス許可ステートメントを関数のリソースベースのポリシーに追
加します。
aws lambda add-permission --function-name my-function \
--statement-id iot-events --action "lambda:InvokeFunction" --principal iot.amazonaws.com

次のような出力が表示されます。
{

"Statement": "{\"Sid\":\"iot-events\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"Service\":\"iot.amazonaws.com\"},\"Action\":\"lambda:InvokeFunction\",\"Resource\":
\"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function\"}"
}

AWS IoT で Lambda を使用する方法の詳細については、AWS Lambda ルールの作成を参照してくださ
い。
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で AWS Lambda を使用するAWS IoT Events
AWS IoT Eventsは、複数の IoT センサーやアプリケーションからの入力をモニタリングし、イベントパ
ターンを認識します。次に、イベントが発生すると、適切なアクションを実行します。AWS IoT Events
は、多くのソースから JSON ペイロードとして入力を受け取ります。AWS IoT Events は、単純なイベン
ト (各入力がイベントをトリガー) と複雑なイベント (複数の入力が組み合わさってイベントをトリガー) を
サポートしています。
AWS IoT Events を使用するには、ディテクタモデルを定義します。このモデルは、装置またはプロセスの
状態マシンモデルです。状態に加えて、モデルの入力とイベントを定義します。また、イベントが発生し
たときに実行するアクションも定義します。AWS の別のサービス (Amazon Connect など) を呼び出す場
合や、外部アプリケーション (エンタープライズリソースプランニング (ERP) アプリケーションなど) でア
クションを実行する場合は、アクションで Lambda 関数を使用します。
イベントが発生すると、AWS IoT Events は Lambda 関数を非同期的に呼び出します。ディテクタモデ
ルとアクションをトリガーしたイベントに関する情報が提供されます。次のメッセージイベントの例
は、AWS IoT Events の簡単なステップバイステップの例の定義に基づいています。

Example AWS IoT Events メッセージイベント
{

}

"event: ":{
"eventName": "myChargedEvent",
"eventTime": 1567797571647,
"payload":{
"detector":{
"detectorModelName": "AWS_IoTEvents_Hello_World1567793458261",
"detectorModelVersion": "4",
"keyValue": "100009"
},
"eventTriggerDetails":{
"triggerType": "Message",
"inputName": "AWS_IoTEvents_HelloWorld_VoltageInput",
"messageId": "64c75a34-068b-4a1d-ae58-c16215dc4efd"
},
"actionExecutionId": "49f0f32f-1209-38a7-8a76-d6ca49dd0bc4",
"state":{
"variables": {},
"stateName": "Charged",
"timers": {}
}
}
}

Lambda 関数に渡されるイベントには、以下のフィールドが含まれています。
• eventName - ディテクタモデルにおけるこのイベントの名前。
• eventTime - イベントが発生した時刻。
• detector - ディテクタモデルの名前とバージョン。
• eventTriggerDetails - イベントをトリガーした入力の説明。
• actionExecutionId - アクションの一意の実行識別子。
• state - イベントが発生したときのディテクタモデルの状態。
• stateName - ディテクタモデルの状態の名前。
• timers - この状態に設定されているすべてのタイマー。
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• variables - この状態に設定されているすべての変数値。
Lambda 関数を呼び出すためのアクセス許可を AWS IoT Events サービスに付与する必要がありま
す。add-permission コマンドを使用して、アクセス許可ステートメントを関数のリソースベースのポ
リシーに追加します。
aws lambda add-permission --function-name my-function \
--statement-id iot-events --action "lambda:InvokeFunction" --principal
iotevents.amazonaws.com

次のような出力が表示されます。
{

"Statement": "{\"Sid\":\"iot-events\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"Service
\":\"iotevents.amazonaws.com\"},\"Action\":\"lambda:InvokeFunction\",\"Resource\":
\"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function\"}"
}

AWS IoT Events における Lambda の使用の詳細については、他のサービスで AWS IoT Events を使用す
るを参照してください。
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セルフマネージド型の Apache Kafka で Lambda を
使用する
Lambdaは、Apache Kafka をイベントソースソース (p. 243)としてサポートしています。Apache Kafka
は、データパイプラインやストリーミング分析などのワークロードをサポートする、オープンソースのイ
ベントストリーミングプラットフォームです。
ユーザーは、AWS マネージドの Kafka サービス、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
(Amazon MSK)、またはセルフマネージドの Kafka クラスターを使用できます。Amazon MSK で Lambda
を使用する方法の詳細については、Amazon MSK で Lambda を使用する (p. 660) を参照してください。
このトピックでは、セルフマネージド型の Kafka クラスターで Lambda を使用する方法を説明しま
す。AWS の用語集では、セルフマネージド型クラスターには、非 AWS のホストされた Kafka クラスター
が含まれています。例えば、お使いの Kafka クラスターを、CloudKarafka などのクラウドプロバイダーで
ホストすることが可能です。ご自身のクラスターで他の AWS ホスティングオプションを使用することも
できます。詳細については、AWS Big Data Blog の Best Practices for Running Apache Kafka on AWS を
参照してください。
イベントソースとしての Apache Kafka は、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) または
Amazon Kinesis を使用する場合と同様に動作します。Lambda は、イベントソースからの新しいメッセー
ジを内部的にポーリングした後、ターゲットの Lambda 関数を同期的に呼び出します。Lambda はメッ
セージをバッチで読み込み、それらをイベントペイロードとして関数に提供します。最大バッチサイズは
調整可能です。(デフォルト値は 100 メッセージ)。
Kafka ベースのイベントソースの場合、Lambda はバッチ処理ウィンドウやバッチサイズなどの制御パラ
メータの処理をサポートします。詳細については、「バッチ処理動作 (p. 244)」を参照してください。
セルフマネージド型 Kafka をイベントソースとして使用する方法の例については、AWS Compute Blog の
Using self-hosted Apache Kafka as an event source for AWS Lambda を参照してください。
Lambda は、Lambda 関数を呼び出すとき、イベントパラメータ内のメッセージのバッチを送信します。
イベントペイロードにはメッセージの配列が含まれています。各配列項目には、Kafka トピックと Kafka
パーティション識別子の詳細が、タイムスタンプおよび base64 でエンコードされたメッセージとともに
含まれています。
{

"eventSource":"aws:SelfManagedKafka",
"bootstrapServers":"b-2.demo-cluster-1.a1bcde.c1.kafka.useast-1.amazonaws.com:9092,b-1.demo-cluster-1.a1bcde.c1.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9092",
"records":{
"mytopic-0":[
{
"topic":"mytopic",
"partition":0,
"offset":15,
"timestamp":1545084650987,
"timestampType":"CREATE_TIME",
"key":"abcDEFghiJKLmnoPQRstuVWXyz1234==",
"value":"SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
"headers":[
{
"headerKey":[
104,
101,
97,
100,
101,
114,
86,
97,
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}

}

]

}

]

}

]

108,
117,
101

トピック
• Kafka クラスター認証 (p. 614)
• API アクセスと許可の管理 (p. 616)
• 認証と認可のエラー (p. 618)
• ネットワーク構成 (p. 619)
• Kafka クラスターをイベントソースとして追加する (p. 619)
• Kafka クラスターをイベントソースとして使用する (p. 622)
• Kafka イベントソースのオートスケーリング (p. 623)
• イベントソースの API オペレーション (p. 623)
• イベントソースマッピングエラー (p. 623)
• Amazon CloudWatch メトリクス (p. 624)
• セルフマネージド Apache Kafka の設定パラメータ (p. 624)

Kafka クラスター認証
Lambda は、セルフマネージド型 Apache Kafka クラスターで認証するための方法をいくつかサポートし
ています。これらのサポートされる認証方法のいずれかを使用するように、Kafka クラスターを設定し
ておいてください。Kafka セキュリティの詳細については、Kafka ドキュメントの「Security」(セキュリ
ティ) セクションを参照してください。

VPC アクセス
VPC 内の Kafka ユーザーのみが Kafka ブローカーにアクセスする場合は、Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) アクセス用に Kafka イベントソースを設定する必要があります。

SASL/SCRAM 認証
Lambda は、Transport Layer Security (TLS) 暗号化を使用した Simple Authentication and Security
Layer/Salted Challenge Response Authentication Mechanism (SASL/SCRAM) 認証をサポートしていま
す。Lambda は、暗号化された認証情報を送信してクラスターで認証します。SASL/SCRAM 認証の詳細に
ついては、「RFC 5802」を参照してください。
Lambda は TLS 暗号化による SASL/PLAIN 認証をサポートします。SASL/PLAIN 認証では、Lambda が認
証情報をクリアテキスト (暗号化されていないもの) としてサーバーに送信します。
SASL 認証の場合は、ユーザー名とパスワードをシークレットとして AWS Secrets Manager に保存し
ます。Secrets Manager の使用に関する詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の
「チュートリアル: シークレットの作成と取得」を参照してください。

相互 TLS 認証
相互 TLS (mTLS) は、クライアントとサーバー間の双方向認証を提供します。クライアントは、サーバー
によるクライアントの検証のためにサーバーに証明書を送信し、サーバーは、クライアントによるサー
バーの検証のためにクライアントに証明書を送信します。
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セルフマネージド Apache Kafka では、Lambda がクライアントとして機能します。Kafka ブローカーで
Lambda を認証するように、クライアント証明書を (Secrets Manager のシークレットとして) 設定しま
す。クライアント証明書は、サーバーのトラストストア内の CA によって署名される必要があります。
Kafka クラスターは、Lambda で Kafka ブローカーを認証するために Lambda にサーバー証明書を送信し
ます。サーバー証明書は、パブリック CA 証明書またはプライベート CA/自己署名証明書にすることがで
きます。パブリック CA 証明書は、Lambda トラストストア内の認証局 (CA) によって署名される必要があ
ります。プライベート CA/自己署名証明書の場合は、サーバルート CA 証明書を (Secrets Manager のシー
クレットとして) 設定します。Lambda はルート証明書を使用して Kafka ブローカーを検証します。
mTLS の詳細については、「Introducing mutual TLS authentication for Amazon MSK as an event source」
(イベントソースとしての Amazon MSK のための相互 TLS の紹介) を参照してください。

クライアント証明書シークレットの設定
CLIENT_CERTICATE_TLS_AUTH シークレットは、証明書フィールドとプライベートキーフィールドを必
要とします。暗号化されたプライベートキーの場合、シークレットはプライベートキーのパスワードを必
要とします。証明書とプライベートキーは、どちらも PEM 形式である必要があります。

Note
Lambda は、PBES1 (PBES2 ではありません) プライベートキー暗号化アルゴリズムをサポート
します。
証明書フィールドには、クライアント証明書で始まり、その後に中間証明書が続き、ルート証明書で終わ
る証明書のリストが含まれている必要があります。各証明書は、以下の構造を使用した新しい行で始める
必要があります。
-----BEGIN CERTIFICATE----<certificate contents>
-----END CERTIFICATE-----

Secrets Manager は最大 65,536 バイトのシークレットをサポートします。これは、長い証明書チェーンに
も十分な領域です。
プライベートキーは、以下の構造を使用した PKCS #8 形式にする必要があります。
-----BEGIN PRIVATE KEY----<private key contents>
-----END PRIVATE KEY-----

暗号化されたプライベートキーには、以下の構造を使用します。
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY----<private key contents>
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

以下は、暗号化されたプライベートキーを使用する mTLS 認証のシークレットの内容を示す例です。暗号
化されたプライベートキーの場合は、シークレットにプライベートキーのパスワードを含めます。
{

"privateKeyPassword": "testpassword",
"certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE----MIIE5DCCAsygAwIBAgIRAPJdwaFaNRrytHBto0j5BA0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
...
j0Lh4/+1HfgyE2KlmII36dg4IMzNjAFEBZiCRoPimO40s1cRqtFHXoal0QQbIlxk
cmUuiAii9R0=
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-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----MIIFgjCCA2qgAwIBAgIQdjNZd6uFf9hbNC5RdfmHrzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBb
...
rQoiowbbk5wXCheYSANQIfTZ6weQTgiCHCCbuuMKNVS95FkXm0vqVD/YpXKwA/no
c8PH3PSoAaRwMMgOSA2ALJvbRz8mpg==
-----END CERTIFICATE-----",
"privateKey": "-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY----MIIFKzBVBgkqhkiG9w0BBQ0wSDAnBgkqhkiG9w0BBQwwGgQUiAFcK5hT/X7Kjmgp
...
QrSekqF+kWzmB6nAfSzgO9IaoAaytLvNgGTckWeUkWn/V0Ck+LdGUXzAC4RxZnoQ
zp2mwJn2NYB7AZ7+imp0azDZb+8YG2aUCiyqb6PnnA==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----"
}

サーバルート CA 証明書シークレットの設定
このシークレットは、Kafka ブローカーがプライベート CA によって署名された証明書で TLS 暗号化を使
用する場合に作成します。TLS 暗号化は、VPC、SASL/SCRAM、SASL/PLAIN、または mTLS 認証に使用
できます。
サーバールート CA 証明書シークレットには、PEM 形式の Kafka ブローカーのルート CA 証明書が含まれ
るフィールドが必要です。以下は、このシークレットの構造を示す例です。
{

"certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE----MIID7zCCAtegAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBmDELMAkGA1UEBhMCVVMx
EDAOBgNVBAgTB0FyaXpvbmExEzARBgNVBAcTClNjb3R0c2RhbGUxJTAjBgNVBAoT
HFN0YXJmaWVsZCBUZWNobm9sb2dpZXMsIEluYy4xOzA5BgNVBAMTMlN0YXJmaWVs
ZCBTZXJ2aWNlcyBSb290IENlcnRpZmljYXRlIEF1dG...
-----END CERTIFICATE-----"

API アクセスと許可の管理
セルフマネージド Kafka クラスターへのアクセスに加えて、Lambda 関数にはさまざまな API アクション
を実行するための許可が必要です。これらの許可は、関数の実行ロール (p. 53)に追加します。ユーザー
が API アクションのいずれかにアクセスする必要がある場合は、AWS Identity and Access Management
(IAM) ユーザーまたはロールのアイデンティティポリシーに必要な許可を追加します。

Lambda 関数に必要なアクセス許可
Amazon CloudWatch Logs のロググループでログを作成して保存するには、Lambda 関数の実行ロールに
以下の許可が必要です。
• logs:CreateLogGroup
• logs:CreateLogStream
• logs:PutLogEvents

Lambda 関数のオプションのアクセス許可
Lambda 関数には、以下を実行する許可も必要になる場合があります。
• Secrets Manager シークレットを記述する。
• AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理のキーにアクセスする。
• Amazon VPC にアクセスする。
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Secrets Manager と AWS KMS 許可
Kafka ブローカーに設定しているアクセスコントロールのタイプに応じて、Lambda 関数には Secrets
Manager シークレットにアクセスするための許可、または AWS KMS カスタマーマネージドキーを復号化
するための許可が必要になる場合があります。それらのリソースにアクセスするには、関数の実行ロール
に次のアクセス許可が必要です。
• secretsmanager:GetSecretValue
• kms:Decrypt

VPC アクセス許可
セルフマネージド Apache Kafka クラスターにアクセスできるのが VPC 内のユーザーのみである場
合、Lambda 関数には Amazon VPC リソースにアクセスするための許可が必要です。これらのリソースに
は、VPC、サブネット、セキュリティグループ、ネットワークインターフェイスが含まれます。それらの
リソースにアクセスするには、関数の実行ロールに次のアクセス許可が必要です。
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:DescribeVpcs
• ec2:DeleteNetworkInterface
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeSecurityGroups

実行ロールへのアクセス許可の追加
セルフマネージド型 Apache Kafka クラスターが使用するその他の AWS サービスにアクセスするため
に、Lambda は、関数の実行ロール (p. 53)で定義されたアクセス許可ポリシーを使用します。
デフォルトでは、Lambda は、セルフマネージド型 Apache Kafka クラスターに対して、必須のまたはオ
プションのアクションを実行することはできません。これらのアクションを IAM 信頼ポリシーで作成およ
び定義し、そのポリシーを実行ロールにアタッチする必要があります。この例では、Lambda に Amazon
VPC リソースへのアクセスを許可する、ポリシーの作成方法を紹介します。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Resource":"*"
}
]

IAM コンソールで JSON ポリシードキュメント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。
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IAM ポリシーを使用したユーザーアクセスの許可
デフォルトで、IAM ユーザーとロールにはイベントソース API 操作 (p. 623)を実行する許可がありませ
ん。組織またはアカウント内のユーザーにアクセス権を付与するには、アイデンティティベースのポリ
シーを作成または更新します。詳細については、IAM ユーザーガイドのポリシーを使用した AWS リソー
スへのアクセスのコントロールを参照してください。

認証と認可のエラー
Kafka クラスターからのデータを消費するために必要な許可のいずれかが欠落している場合、Lambda は
[LastProcessingResult] のイベントソースマッピングに以下のエラーメッセージのいずれかを表示します。
エラーメッセージ
• クラスターが Lambda の認可に失敗した (p. 618)
• SASL 認証に失敗した (p. 618)
• Server failed to authenticate Lambda (サーバーが Lambda の認証に失敗しました) (p. 618)
• Lambda failed to authenticate server (Lambda がサーバーの認証に失敗しました) (p. 619)
• Provided certificate or private key is invalid (提供された証明書またはプライベートキーが無効で
す) (p. 619)

クラスターが Lambda の認可に失敗した
SALS/SCRAM または mTLS の場合、このエラーは、指定されたユーザーが以下の必要とされる Kafka ア
クセスコントロールリスト (ACL) 許可のすべてを持っていないことを示します。
• DescribeConfigs クラスター
• グループを記述する
• グループを読み取る
• トピックを記述する
• トピックを読み取る
必要な kafka-cluster 許可を使用して Kafka ACL を作成するときは、リソースとしてトピックとグ
ループを指定します。トピック名は、イベントソースマッピングのトピックと一致する必要があります。
グループ名は、イベントソースマッピングの UUID と一致する必要があります。
必要な許可を実行ロールに追加した後は、変更が有効になるまで数分間かかる場合があります。

SASL 認証に失敗した
SASL/SCRAM または SASL/PLAIN の場合、このエラーは指定されたユーザー名とパスワードが無効であ
ることを示します。

Server failed to authenticate Lambda (サーバーが Lambda の認証
に失敗しました)
このエラーは、Kafka ブローカーが Lambda の認証に失敗したことを示します。このエラーは、以下が原
因で発生する可能性があります。
• mTLS 認証用のクライアント証明書を提供していない。
• クライアント証明書を提供したが、Kafka ブローカーが mTLS 認証を使用するように設定されていな
い。
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• クライアント証明書が Kafka ブローカーに信頼されていない。

Lambda failed to authenticate server (Lambda がサーバーの認証
に失敗しました)
このエラーは、Lambda が Kafka ブローカーの認証に失敗したことを示します。このエラーは、以下が原
因で発生する可能性があります。
• Kafka ブローカーは自己署名証明書またはプライベート CA を使用するが、サーバールート CA 証明書
を提供しなかった。
• サーバールート CA 証明書が、ブローカーの証明書に署名したルート CA と一致しない。
• ブローカーの証明書にサブジェクトの別名としてブローカーの DNS 名または IP アドレスが含まれてい
ないため、ホスト名の検証が失敗した。

Provided certificate or private key is invalid (提供された証明書ま
たはプライベートキーが無効です)
このエラーは、Kafka コンシューマーが提供された証明書またはプライベートキーを使用できなかったこ
とを示します。証明書とキーが PEM 形式を使用しており、プライベートキーの暗号化が PBES1 アルゴリ
ズムを使用していることを確認してください。

ネットワーク構成
Kafka ブローカーへの Amazon VPC アクセスを設定する場合、Lambda には Kafka クラスターに関連付け
られた Amazon VPC リソースへのアクセス権が必要です。Lambda と AWS Security Token Service (AWS
STS) に AWS PrivateLink VPC endpoints をデプロイすることが推奨されます。ブローカーが認証を使用す
る場合は、Secrets Manager 用の VPC エンドポイントもデプロイします。
または、Kafka クラスターに関連付けられた VPC に、パブリックサブネットごとに 1 つの NAT ゲート
ウェイが含まれていることを確認します。詳細については、「VPC に接続した関数のインターネットアク
セスとサービスアクセス (p. 203)」を参照してください。
Amazon VPC セキュリティグループは、少なくとも以下のルールを使用して設定してください。
• インバウンドルール – イベントソース用に指定されたセキュリティグループに対して Kafka ブローカー
ポート上のすべてのトラフィックを許可します。Kafka は、デフォルトでポート 9092 を使用します。
• アウトバウンドルール – すべての送信先に対して、ポート 443 上のすべてのトラフィックを許可しま
す。イベントソース用に指定されたセキュリティグループに対して Kafka ブローカーポート上のすべて
のトラフィックを許可します。Kafka は、デフォルトでポート 9092 を使用します。
• NAT ゲートウェイの代わりに VPC エンドポイントを使用している場合は、その VPC エンドポイントに
関連付けられたセキュリティグループが、イベントソースのセキュリティグループからのポート 443 上
のすべてのインバウンドトラフィックを許可する必要があります。
ネットワークの設定方法の詳細については、AWS Compute Blog の Setting up AWS Lambda with an
Apache Kafka cluster within a VPC を参照してください。

Kafka クラスターをイベントソースとして追加する
イベントソースマッピング (p. 243)を作成するには、Lambda コンソール、AWSSDK、またはAWS
Command Line Interface(AWS CLI) を使用して、Kafka クラスターを Lambda 関数のトリガー (p. 12)とし
て追加します。
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このセクションでは、Lambda コンソールと AWS CLI を使用してイベントソースマッピングを作成する方
法について説明します。

前提条件
• セルフマネージド型 Apache Kafka クラスター。Lambda は、Apache Kafka バージョン 0.10.0.0 以降を
サポートしています。
• セルフマネージド Kafka クラスターが使用する AWS リソースにアクセスするための許可を持つ実行
ロール (p. 53)。

カスタマイズ可能なコンシューマーグループ ID
Kafkaをイベントソースとして設定する場合、コンシューマーグループIDを指定できます。このコンシュー
マーグループ ID は、Lambda 関数を結合したい Kafka コンシューマーグループの既存の識別子です。この
機能を使用すると、実行中の Kafka レコード処理設定を他のコンシューマーから Lambda にシームレスに
移行できます。
コンシューマーグループ ID を指定し、そのコンシューマーグループ内に他のアクティブなポーラーが存在
する場合、Kafka はすべてのコンシューマーにメッセージを配信します。言い換えると、Lambda は Kafka
トピックのメッセージをすべて受け取るわけではありません。Lambda にトピック内のすべてのメッセー
ジを処理させたい場合は、そのコンシューマーグループの他のポーラーをすべてオフにします。
さらに、コンシューマーグループ ID を指定し、Kafka が同じ ID を持つ有効な既存のコンシューマーグ
ループを見つけた場合、Lambda は、イベントソースマッピングの StartingPosition パラメーターを
無視します。代わりに、Lambda はコンシューマーグループのコミットされたオフセットに従ってレコー
ドの処理を開始します。コンシューマーグループ ID を指定しても、Kafka が既存のコンシューマーグルー
プを見つけられない場合、Lambda は指定された StartingPosition を使用してイベントソースを設定
します。
指定するコンシューマーグループ ID は、すべての Kafka イベントソースの中で一意でなければなりませ
ん。コンシューマーグループ ID を指定して Kafka イベントソースマッピングを作成した後は、この値を
更新することはできません。

セルフマネージド型 Kafka クラスターを追加する (コンソール)
セルフマネージド型 Apache Kafka クラスターと Kafka トピックを Lambda 関数のトリガーとして追加す
るには、次の手順を実行します。

Apache Kafka トリガーを Lambda 関数に追加するには (コンソール)
1.
2.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
Lambda 関数の名前を選択します。

3.
4.

[機能の概要] で、[トリガーを追加] を選択します。
[Trigger configuration] (トリガー設定) で次の操作を実行します。
a.
b.
c.
d.
e.

Apache Kafka のトリガータイプを選択します。
[Bootstrap servers] (ブートストラップサーバー) に、クラスター内の Kafka ブローカーのホスト
およびポートのペアアドレスを入力し、[Add] (追加) を選択します。クラスター内の各 Kafka ブ
ローカーで上記を繰り返します。
[Topic name] (トピック名) に、クラスター内のレコードの保存に使用する Kafka トピックの名前
を入力します。
(オプション) [Batch size] (バッチサイズ) に、単一のバッチで取得できるメッセージの最大数を入
力します。
バッチウィンドウ では、Lambda が関数を呼び出すまで費やすレコード収集の最大時間 (秒) を入
力します。
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f.

(オプション) コンシューマーグループ ID で、参加する Kafka コンシューマーグループの ID を入
力します。

g.

(オプション) [Starting position] (開始位置) で、[Latest] (最新) をクリックし、最新のレコードから
ストリームの読み込みを開始します。または [Trim horizon] (水平トリム) を選択し、利用可能な最
も早いレコードから開始します。
(オプション) [VPC] で、Kafka クラスターに Amazon VPC を選択します。次に、[VPC subnets]
(VPC サブネット) と [VPC security groups] (VPC セキュリティグループ) を選択します。

h.

VPC 内のユーザーのみがブローカーにアクセスする場合、この設定は必須です。
i.

(オプション) [Authentication] (認証) で [Add] (追加) をクリックしてから、以下を実行します。
i.

クラスター内の Kafka ブローカーのアクセスまたは認証プロトコルを選択します。
•
Kafka ブローカーが SASL プレーンテキスト認証を使用する場合は、[BASIC_AUTH] を
選択します。
•

ブローカーが SALS/SCRAM 認証を使用する場合は、[SASL_SCRAM] プロトコルのいず
れかを選択します。

•

mTLS 認証を設定している場合は、[CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH] プロトコルを
選択します。

ii.
j.

5.

SASL/SCRAM または mTLS 認証の場合は、Kafka クラスターの認証情報が含まれる Secrets
Manager シークレットキーを選択します。
(オプション) Kafka ブローカーがプライベート CA によって署名された証明書を使用する場
合、[Encryption] (暗号化) には Kafka ブローカーが TLS 暗号化に使用するルート CA 証明書が含
まれる Secrets Manager シークレットを選択します。

この設定は、SASL/SCRAM または SASL/PLAIN の TLS 暗号化、および mTLS 認証に適用されま
す。
k. テスト用に無効状態のトリガーを作成する (推奨) には、[Enable trigger] (トリガーを有効にする)
を解除します。または、トリガーをすぐに有効にするには、[Enable trigger] (トリガーを有効にす
る) を選択します。
トリガーを追加するには、[Add] (追加) を選択します。

セルフマネージド型 Kafka クラスターを追加する (AWS CLI)
Lambda 関数のセルフマネージド型 Apache Kafka トリガーを作成および表示するには、次の AWS CLI コ
マンドの例を使用します。

SASL/SCRAM を使用する
Kafka ユーザーがインターネット経由で Kafka ブローカーにアクセスする場合は、SASL/SCRAM 認証
用に作成した Secrets Manager シークレットを指定します。次の例では、create-event-sourcemapping AWS CLI コマンドを使用して、Lambda 関数 my-kafka-function を、Kafka トピック
AWSKafkaTopic にマップします。
aws lambda create-event-source-mapping --topics AWSKafkaTopic
--source-access-configuration
Type=SASL_SCRAM_512_AUTH,URI=arn:aws:secretsmanager:useast-1:01234567890:secret:MyBrokerSecretName
--function-name arn:aws:lambda:us-east-1:01234567890:function:my-kafka-function
--self-managed-event-source '{"Endpoints":{"KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS":
["abc3.xyz.com:9092", "abc2.xyz.com:9092"]}}'

詳細については、API リファレンスドキュメント CreateEventSourceMapping (p. 927) を参照してくださ
い。
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VPC の使用
Kafka ブローカーにアクセスするのが VPC 内の Kafka ユーザーのみである場合、VPC、サブネット、お
よび VPC セキュリティグループを指定する必要があります。次の例では、create-event-sourcemapping AWS CLI コマンドを使用して、Lambda 関数 my-kafka-function を、Kafka トピック
AWSKafkaTopic にマップします。
aws lambda create-event-source-mapping
--topics AWSKafkaTopic
--source-access-configuration '[{"Type": "VPC_SUBNET", "URI":
"subnet:subnet-0011001100"},
{"Type": "VPC_SUBNET", "URI": "subnet:subnet-0022002200"},
{"Type": "VPC_SECURITY_GROUP", "URI": "security_group:sg-0123456789"}]'
--function-name arn:aws:lambda:us-east-1:01234567890:function:my-kafka-function
--self-managed-event-source '{"Endpoints":{"KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS":
["abc3.xyz.com:9092",
"abc2.xyz.com:9092"]}}'

詳細については、API リファレンスドキュメント CreateEventSourceMapping (p. 927) を参照してくださ
い。

AWS CLI を使用したステータスの表示
次の例では、get-event-source-mapping AWS CLI コマンドを使用して、作成したイベントソース
マッピングのステータスを記述します。
aws lambda get-event-source-mapping
--uuid dh38738e-992b-343a-1077-3478934hjkfd7

Kafka クラスターをイベントソースとして使用する
Apache Kafka クラスターを Lambda 関数のトリガーとして追加すると、クラスターはイベントソース
ソース (p. 243)として使用されます。
Lambda は、ユーザーが指定した StartingPosition に基づい
て、CreateEventSourceMapping (p. 927) リクエストで Topics として指定された Kafka トピックから
イベントデータを読み取ります。処理が成功すると、Kafka トピックは Kafka クラスターにコミットされ
ます。
StartingPosition を LATEST として指定すると、Lambda は、そのトピックに属する各パーティショ
ン内の最新のメッセージから読み取りを開始します。トリガーが設定されてから Lambda がメッセージの
読み取りを開始するまでには若干の遅延が発生することがあるため、Lambda はこの期間中に生成された
メッセージを読み取りません。
Lambda は、指定された 1 つ、または複数の Kafka トピックパーティションからのレコードを処理し、関
数に JSON ペイロードを送信します。利用可能なレコードが増えると、Lambda は関数がトピックに追い
つくまで、CreateEventSourceMapping (p. 927) リクエストで指定された BatchSize 値に基づいて、
バッチ内のレコードの処理を継続します。
関数がバッチ内のいずれかのメッセージに対してエラーを返すと、Lambda は、処理が成功するかメッ
セージが期限切れになるまでメッセージのバッチ全体を再試行します。

Note
Lambda 関数の最大タイムアウト制限は通常 15 分ですが、Amazon MSK、自己管理型 Apache
Kafka、および ActiveMQ と RabbitMQ の Amazon MQ のイベントソースマッピングでは、最大タ
イムアウト制限が 14 分の関数のみがサポートされます。この制約により、イベントソースマッピ
ングは関数エラーと再試行を適切に処理できます。
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Kafka イベントソースのオートスケーリング
初めて Apache Kafka イベントソース (p. 243)を作成するときは、Lambda が Kafka トピック内のすべて
のパーティションを処理するために 1 つのコンシューマーを割り当てます。各コンシューマーには、増加
したワークロードを処理するために同時実行される複数のプロセッサがあります。さらに、Lambda は、
ワークロードに基づいてコンシューマーの数を自動的にスケールアップまたはスケールダウンします。各
パーティションでメッセージの順序を保つため、コンシューマーの最大数は、トピック内のパーティショ
ンあたり 1 つとなっています。
Lambda は、1 分間隔でトピック内のすべてのパーティションのコンシューマーオフセット遅延を評価し
ます。遅延が大きすぎる場合、パーティションは Lambda で処理可能な速度よりも速い速度でメッセージ
を受信します。必要に応じて、Lambda はトピックにコンシューマーを追加するか、またはトピックから
コンシューマーを削除します。コンシューマーを追加または削除するスケーリングプロセスは、評価から
3 分以内に行われます。
ターゲットの Lambda 関数がオーバーロードすると、Lambda はコンシューマーの数を減らします。この
アクションにより、コンシューマーが取得し関数に送信するメッセージの数が減り、関数への負荷が軽減
されます。
Kafka トピックのスループットを監視するには、consumer_lag や consumer_offset などの Apache
Kafka コンシューマーラグメトリックスを表示します。いくつの関数呼び出しが並行して発生しているか
を確認するときは、関数の同時実行メトリクス (p. 746)も監視します。

イベントソースの API オペレーション
Kafka クラスターを、Lambda コンソール、AWS SDK、または AWS CLI を使用する Lambda 関数のイベ
ントソース (p. 243)として追加する場合、Lambda は API を使用してリクエストを処理します。
AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS SDK を使用してイベントソースを管理するには、
以下の API 操作を使用できます。
• CreateEventSourceMapping (p. 927)
• ListEventSourceMappings (p. 1041)
• GetEventSourceMapping (p. 986)
• UpdateEventSourceMapping (p. 1114)
• DeleteEventSourceMapping (p. 959)

イベントソースマッピングエラー
Apache Kafka クラスターを Lambda 関数のイベントソース (p. 243)として追加すると、関数でエラーが
発生した場合、Kafka コンシューマーはレコードの処理を停止します。トピックパーティションのコン
シューマーは、レコードのサブスクライブ、読み取り、処理を行います。その他の Kafka コンシューマー
は、同じエラーが発生しない限り、レコードの処理を続行できます。
停止したコンシューマの原因を特定するには、StateTransitionReason のレスポンスの
EventSourceMapping フィールドを確認します。以下は、受け取る可能性があるイベントソースエラー
を説明するリストです。
ESM_CONFIG_NOT_VALID
イベントソースマッピングの設定が無効です。
EVENT_SOURCE_AUTHN_ERROR
Lambda がイベントソースを認証できませんでした。
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EVENT_SOURCE_AUTHZ_ERROR
Lambda にイベントソースへのアクセスに必要な許可がありません。
FUNCTION_CONFIG_NOT_VALID
関数の設定が無効です。

Note
Lambda のイベントレコードが許容サイズ制限である 6 MB を超えると、未処理になります。

Amazon CloudWatch メトリクス
Lambda は、関数がレコードを処理している間に OffsetLag メトリクスを発行します。このメトリクス
の値は、Kafka イベントソーストピックに書き込まれた最後のレコードと関数のコンシューマグループが
処理した最後のレコードの間のオフセットの差分です。レコードが追加されてからコンシューマグループ
がそれを処理するまでのレイテンシーを見積もるには、OffsetLag を使用できます。
OffsetLag の増加傾向は、関数のコンシューマグループに問題があることを示している可能性がありま
す。詳細については、「Lambda 関数のメトリクスの使用 (p. 744)」を参照してください。

セルフマネージド Apache Kafka の設定パラメータ
すべての Lambda イベントソースタイプは、同じ CreateEventSourceMapping (p. 927) および
UpdateEventSourceMapping (p. 1114) API オペレーションを共有しています。ただし、Apache Kafka に
適用されるのは一部のパラメータのみです。

セルフマネージド型 Apache Kafka に適用されるイベントソースパラメータ
Parameter

[Required] (必須)

デフォルト

メモ

BatchSize

N

100

最大: 10,000

有効

N

有効

FunctionName

Y

SelfManagedEventSource Y

Kafka ブローカー一覧
作成時にのみ設定可能

SelfManagedKafkaEventSourceConfig
N

ConsumerGroupID
フィールドを含み、デ
フォルトでは一意の値
になっています。

作成時にのみ設定可能

SourceAccessConfigurations
N

認証情報なし

クラスターの VPC 情報
または認証情報
SASL_PLAIN
は、BASIC_AUTH に設
定

StartingPosition

Y

TRIM_HORIZON または
LATEST
作成時にのみ設定可能

624

AWS Lambda デベロッパーガイド
セルフマネージド Apache Kafka の設定パラメータ

Parameter

[Required] (必須)

トピック

Y

デフォルト

メモ
トピック名
作成時にのみ設定可能
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Amazon Kinesis Data Firehose で AWS Lambda を
使用する
Amazon Kinesis Data Firehose は、ストリーミングデータをダウンストリーミングサービス (例:Kinesis
Data Analytics または Amazon S3) にキャプチャ、変換、またはロードします。Lambda 関数を作成して、
データがダウンストリームに送信される前に、カスタマイズされた処理を追加でリクエストすることがで
きます。

Example Amazon Kinesis Data Firehose メッセージイベント
{

}

"invocationId": "invoked123",
"deliveryStreamArn": "aws:lambda:events",
"region": "us-west-2",
"records": [
{
"data": "SGVsbG8gV29ybGQ=",
"recordId": "record1",
"approximateArrivalTimestamp": 1510772160000,
"kinesisRecordMetadata": {
"shardId": "shardId-000000000000",
"partitionKey": "4d1ad2b9-24f8-4b9d-a088-76e9947c317a",
"approximateArrivalTimestamp": "2012-04-23T18:25:43.511Z",
"sequenceNumber": "49546986683135544286507457936321625675700192471156785154",
"subsequenceNumber": ""
}
},
{
"data": "SGVsbG8gV29ybGQ=",
"recordId": "record2",
"approximateArrivalTimestamp": 151077216000,
"kinesisRecordMetadata": {
"shardId": "shardId-000000000001",
"partitionKey": "4d1ad2b9-24f8-4b9d-a088-76e9947c318a",
"approximateArrivalTimestamp": "2012-04-23T19:25:43.511Z",
"sequenceNumber": "49546986683135544286507457936321625675700192471156785155",
"subsequenceNumber": ""
}
}
]

詳細については、Kinesis Data Firehose デベロッパーガイドの Amazon Kinesis Data Firehose data
transformation を参照してください。
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Amazon Kinesis で AWS Lambda を使用する
AWS Lambda 関数を使用すると、Amazon Kinesis データストリームのレコードを処理できます。
Kinesis データストリームは、シャードのセットです。各シャードには、一連のデータレコードが含
まれます。コンシューマーは、Kinesis データストリームからのデータを処理するアプリケーションで
す。Lambda 関数を共有スループットコンシューマー (標準イテレーター) にマップすることも、拡張ファ
ンアウトを使用する専用スループットコンシューマーにマップすることもできます。
標準イテレーターの場合、Lambda は HTTP プロトコルを使用して、Kinesis ストリームの各シャードに
レコードがあるかどうかをポーリングします。イベントソースマッピングは、シャードの他のコンシュー
マーと読み取りスループットを共有します。
レイテンシーを最小限に抑え、読み取りスループットを最大化するために、拡張ファンアウトを使用する
データストリームコンシューマーを作成できます。ストリームコンシューマーは、ストリームから読み
取る他のアプリケーションに影響を及ぼさないように、専用の接続を各シャードに割り当てます。専用の
スループットは、多数のアプリケーションで同じデータを読み取っている場合や、大きなレコードでスト
リームを再処理する場合に役立ちます。Kinesis は、HTTP/2 経由で Lambda にレコードをプッシュしま
す。
Kinesis Data Streams の詳細については、Reading Data from Amazon Kinesis Data Streams を参照してく
ださい。
Lambda はデータストリームからレコードを読み取り、関数を、ストリームのレコードを含むイベント
と共に同期的に (p. 232)呼び出します。Lambda はバッチ単位でレコードを読み取り、関数を呼び出して
バッチからレコードを処理します。各バッチには、単一のシャード/データストリームのレコードが含まれ
ます。

Example Kinesis レコードイベント
{

"Records": [
{
"kinesis": {
"kinesisSchemaVersion": "1.0",
"partitionKey": "1",
"sequenceNumber":
"49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
"data": "SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
"approximateArrivalTimestamp": 1545084650.987
},
"eventSource": "aws:kinesis",
"eventVersion": "1.0",
"eventID":
"shardId-000000000006:49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
"eventName": "aws:kinesis:record",
"invokeIdentityArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"awsRegion": "us-east-2",
"eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream"
},
{
"kinesis": {
"kinesisSchemaVersion": "1.0",
"partitionKey": "1",
"sequenceNumber":
"49590338271490256608559692540925702759324208523137515618",
"data": "VGhpcyBpcyBvbmx5IGEgdGVzdC4=",
"approximateArrivalTimestamp": 1545084711.166
},
"eventSource": "aws:kinesis",

627

AWS Lambda デベロッパーガイド
Kinesis Streams
"eventVersion": "1.0",
"eventID":
"shardId-000000000006:49590338271490256608559692540925702759324208523137515618",
"eventName": "aws:kinesis:record",
"invokeIdentityArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"awsRegion": "us-east-2",
"eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream"
}
]

}

デフォルトで、Lambda はレコードが使用可能になると同時に関数を呼び出します。Lambda がイベント
ソースから読み取るバッチにレコードが 1 つしかない場合、Lambda は関数に 1 つのレコードしか送信
しません。少数のレコードで関数を呼び出さないようにするには、バッチ処理ウィンドウを設定すること
で、最大 5 分間レコードをバッファリングするようにイベントソースに指示できます。関数を呼び出す前
に、Lambda は、完全なバッチを収集する、バッチ処理ウィンドウの期限が切れる、またはバッチが 6 MB
のペイロード制限に到達するまでイベントソースからのレコードの読み取りを継続します。詳細について
は、「バッチ処理動作 (p. 244)」を参照してください。
関数がエラーを返した場合、処理が成功するか、データの有効期限が切れるまで Lambda はバッチを再試
行します。停止するシャードを避けるために、より小さなバッチサイズで再試行したり、再試行回数を制
限したり、古すぎるレコードを破棄したりするように、イベントソースマッピングを設定できます。破棄
されたイベントを保持するには、失敗したバッチの詳細を SQS キューまたは SNS トピックに送信するよ
うに、イベントソースマッピングを設定します。
また、各シャードから複数のバッチを並行して処理することで、並行性を高めることもできま
す。Lambda は、各シャードで最大 10 個のバッチを同時に処理できます。シャードごとの同時バッチの数
を増やしても、Lambda は引き続き、シャードレベルで順序どおりに処理を行います。
ParallelizationFactor 設定を使用することで、複数の Lambda 呼び出しを同時に実行して
Kinesis または DynamoDB データストリームの 1 つのシャードを処理します。Lambda がシャー
ドからポーリングする同時バッチの数は、1 (デフォルト)～10 の並列化係数で指定できます。例え
ば、ParallelizationFactor を 2 に設定すると、最大 200 個の Lambda 呼び出しを同時に実行
して、100 個の Kinesis データシャードを処理できます。これにより、データボリュームが揮発性で
IteratorAge が高いときに処理のスループットをスケールアップすることができます。Kinesis 集約を
使用している場合、並列化係数は機能しません。詳細については、 New AWS Lambda scaling controls for
Kinesis and DynamoDB event sources を参照してください。また、完全なチュートリアルについては、
「Serverless Data Processing on AWS」ワークショップを参照してください。
セクション
• データストリームと関数の設定 (p. 629)
• 実行ロールのアクセス許可 (p. 629)
• イベントソースとしてストリームを設定する (p. 630)
• イベントソースマッピング API (p. 631)
• エラー処理 (p. 633)
• Amazon CloudWatch メトリクス (p. 634)
• 時間枠 (p. 634)
• バッチアイテムの失敗をレポートする (p. 636)
• Amazon Kinesis 設定パラメータ (p. 638)
• チュートリアル: Amazon Kinesis で AWS Lambda を使用する (p. 640)
• サンプル関数コード (p. 644)
• AWS SAMKinesis アプリケーション用の テンプレート (p. 647)
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データストリームと関数の設定
Lambda 関数は、データストリームのコンシューマーアプリケーションです。シャードごとに 1 つのレ
コードのバッチを一度に処理します。Lambda 関数はデータストリーム (標準イテレーター) か、ストリー
ムのコンシューマー (拡張ファンアウト) にマッピングすることができます。
標準イテレーターでは、Lambda は、レコードの Kinesis ストリームにある各シャードを 1 秒あたり 1 回
の基本レートでポーリングします。利用可能なレコードが増えると、Lambda は関数がストリームに追い
つくまでバッチを処理し続けます。イベントソースマッピングは、シャードの他のコンシューマーと読み
取りスループットを共有します。
レイテンシーを最小限に抑え、読み取りスループットを最大化するために、拡張ファンアウトを使用する
データストリームコンシューマーを作成します。拡張ファンアウトを使用するコンシューマーは、スト
リームから読み取る他のアプリケーションに影響を及ぼさないように、専用の接続を各シャードに割り当
てます。ストリームのコンシューマーは HTTP/2 を使用して、長時間にわたる接続とリクエストヘッダー
の圧縮でレコードを Lambda にプッシュすることによってレイテンシーを短縮します。ストリームコン
シューマーは、Kinesis RegisterStreamConsumer API を使用して作成できます。
aws kinesis register-stream-consumer --consumer-name con1 \
--stream-arn arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream

次のような出力が表示されます。
{

"Consumer": {
"ConsumerName": "con1",
"ConsumerARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream/
consumer/con1:1540591608",
"ConsumerStatus": "CREATING",
"ConsumerCreationTimestamp": 1540591608.0
}
}

関数がレコードを処理する速度を上げるには、データストリームにシャードを追加します。Lambda は、
各シャードのレコードを順番に処理します。関数からエラーが返された場合、シャードのさらなるレコー
ドの処理は停止されます。シャードが増えると、一度に処理されるバッチが増え、同時実行のエラーの影
響を下げることができます。
同時実行のバッチの合計分を処理できるように関数をスケールアップできない場合は、関数のクォータ引
き上げをリクエスト (p. 818)するか、同時実行数を予約 (p. 186)します。

実行ロールのアクセス許可
Lambda には、Kinesis データストリームに関連するリソースを管理するための以下のアクセス許可が必要
です。これを関数の実行ロール (p. 53)に追加します。
• kinesis:DescribeStream
• kinesis:DescribeStreamSummary
• kinesis:GetRecords
• kinesis:GetShardIterator
• kinesis:ListShards
• kinesis:ListStreams
• kinesis:SubscribeToShard
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AWSLambdaKinesisExecutionRole 管理ポリシーには、これらのアクセス許可が含まれています。詳
細については、「Lambda 実行ロール (p. 53)」を参照してください。
SQS キューまたは SNS トピックに失敗したバッチのレコードを送信するには、関数に追加の許可が必要
になります。各送信先サービスには、次のように異なるアクセス許可が必要です。
• Amazon SQS － sqs:SendMessage
• Amazon SNS － sns:Publish

イベントソースとしてストリームを設定する
イベントソースマッピングを作成し、データストリームから Lambda 関数にレコードを送信するように
Lambda に通知します。複数のイベントソースマッピングを作成することで、複数の Lambda 関数で同じ
データを処理したり、1 つの関数で複数のデータストリームの項目を処理したりできます。複数のデータ
ストリームから項目を処理する場合、各バッチには 1 つのシャード/ストリームのレコードのみが含まれま
す。
Lambda コンソールで Kinesis から読み取るように関数を設定するには、Kinesis トリガーを作成します。

トリガーを作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数の名前を選択します。

3.

[機能の概要] で、[トリガーを追加] を選択します。

4.

トリガーのタイプを選択します。

5.

必須のオプションを設定し、[Add] (追加) を選択します。

Lambda は、Kinesis イベントソースの以下のオプションをサポートしています。

イベントソースオプション
• Kinesis ストリーム - レコードの読み取り元の Kinesis ストリーム。
• コンシューマー (オプション) - ストリームコンシューマーを使用して、専用接続でストリームから読み
込みます。
• バッチサイズ - 各バッチで関数に送信されるレコードの数。最大 10,000。Lambda は、イベントの合計
サイズが同期呼び出しのペイロード上限 (p. 818) (6 MB) を超えない限り、バッチ内のすべてのレコー
ドを単一の呼び出しで関数に渡します。
• バッチウィンドウ - 関数を呼び出す前にレコードを収集する最大時間（秒数）を指定します。
• 開始位置 - 新しいレコードのみ、既存のすべてのレコード、または特定の日付以降に作成されたレコー
ドを処理します。
• 最新 - ストリームに追加された新しいレコードを処理します。
• 水平トリム - ストリーム内のすべてのレコードを処理します。
• タイムスタンプで - 特定の時刻以降のレコードを処理します。
既存のレコードを処理した後、関数に戻り、新しいレコードの処理が続行されます。
• 障害発生時の宛先 — 処理できないレコードの SQS キューまたは SNS トピックです。Lambda は、
古すぎる、または再試行回数の上限に達したレコードのバッチを廃棄すると、バッチに関する詳細を
キューまたはトピックに送信します。
• 再試行回数 - 関数がエラーを返したときに Lambda が再試行する回数の上限です。これは、バッチが関
数に到達しなかったサービスエラーやスロットルには適用されません。
• レコードの最大有効期間 — Lambda が関数に送信するレコードの最大経過時間。
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• エラー発生時のバッチ分割 — 関数がエラーを返した場合、再試行する前にバッチを 2 つに分割しま
す。元のバッチサイズ設定は変更されません。
• シャードごとの同時バッチ — 同じシャードからの複数のバッチを同時に処理します。
• 有効 - イベントソースマッピングを有効にするには、true に設定します。レコードの処理を停止するに
は、false に設定します。Lambda は、処理された最新のレコードを追跡し、再度有効になるとその時点
から処理を再開します。

Note
Kinesis は、各シャードに対して課金し、拡張ファンアウトの場合はストリームから読み取られ
たデータに対して課金します。料金の詳細については、Amazon Kinesis の料金を参照してくださ
い。
後でイベントソース設定を管理するには、デザイナーでトリガーを選択します。

イベントソースマッピング API
AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS SDK を使用してイベントソースを管理するには、
以下の API 操作を使用できます。
• CreateEventSourceMapping (p. 927)
• ListEventSourceMappings (p. 1041)
• GetEventSourceMapping (p. 986)
• UpdateEventSourceMapping (p. 1114)
• DeleteEventSourceMapping (p. 959)
AWS CLI を使用してイベントソースマッピングを作成するには、create-event-source-mapping コ
マンドを使用します。以下の例では、AWS CLI を使用して、関数 my-function を、Kinesis データスト
リームにマップします。データストリームは Amazon リソースネーム (ARN) によって指定され、バッチサ
イズ 500 で、Unix 時間形式のタイムスタンプから始まります。
aws lambda create-event-source-mapping --function-name my-function \
--batch-size 500 --starting-position AT_TIMESTAMP --starting-position-timestamp 1541139109
\
--event-source-arn arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream

次のような出力が表示されます。
{

}

"UUID": "2b733gdc-8ac3-cdf5-af3a-1827b3b11284",
"BatchSize": 500,
"MaximumBatchingWindowInSeconds": 0,
"ParallelizationFactor": 1,
"EventSourceArn": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"LastModified": 1541139209.351,
"LastProcessingResult": "No records processed",
"State": "Creating",
"StateTransitionReason": "User action",
"DestinationConfig": {},
"MaximumRecordAgeInSeconds": 604800,
"BisectBatchOnFunctionError": false,
"MaximumRetryAttempts": 10000
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コンシューマーを使用するには、ストリーム ARN ではなく、コンシューマーの ARN を指定します。
その他のオプションを設定し、バッチの処理方法をカスタマイズしたり、処理できないレコードをいつ破
棄するかを指定したりします。次の例では、2 回の再試行後、またはレコードが 1 時間以上経過した場合
に、イベントソースマッピングを更新して障害レコードを SQS キューに送信します。
aws lambda update-event-source-mapping --uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b \
--maximum-retry-attempts 2 --maximum-record-age-in-seconds 3600
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": "arn:aws:sqs:useast-2:123456789012:dlq"}}'

こちらの出力が表示されるはずです。
{

}

"UUID": "f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b",
"BatchSize": 100,
"MaximumBatchingWindowInSeconds": 0,
"ParallelizationFactor": 1,
"EventSourceArn": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"LastModified": 1573243620.0,
"LastProcessingResult": "PROBLEM: Function call failed",
"State": "Updating",
"StateTransitionReason": "User action",
"DestinationConfig": {},
"MaximumRecordAgeInSeconds": 604800,
"BisectBatchOnFunctionError": false,
"MaximumRetryAttempts": 10000

更新された設定は非同期に適用され、プロセスが完了するまで出力に反映されません。get-eventsource-mapping コマンドを使用して、現在のステータスを表示します。
aws lambda get-event-source-mapping --uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b

こちらの出力が表示されるはずです。
{

}

"UUID": "f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b",
"BatchSize": 100,
"MaximumBatchingWindowInSeconds": 0,
"ParallelizationFactor": 1,
"EventSourceArn": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"LastModified": 1573244760.0,
"LastProcessingResult": "PROBLEM: Function call failed",
"State": "Enabled",
"StateTransitionReason": "User action",
"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:dlq"
}
},
"MaximumRecordAgeInSeconds": 3600,
"BisectBatchOnFunctionError": false,
"MaximumRetryAttempts": 2

複数のバッチを同時に処理するには、--parallelization-factor オプションを使用します。
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aws lambda update-event-source-mapping --uuid 2b733gdc-8ac3-cdf5-af3a-1827b3b11284 \
--parallelization-factor 5

エラー処理
Kinesis ストリームからレコードを読み取るイベントソースマッピングは、関数を同期的に呼び出し、エ
ラー発生時に再試行します。Lambda が関数をスロットリングするか、関数を呼び出すことなくエラーを
返す場合、Lambda は、レコードの期限が切れる、またはイベントソースマッピングで設定した最大経過
時間を超過するまで再試行します。
関数がレコードを受信してもエラーが返された場合、バッチ内のレコードが期限切れになるか、最大経
過時間を超えるか、設定された再試行クォータに達するまで、Lambda は再試行します。関数エラーの場
合、失敗したバッチを 2 つのバッチに分割するように、イベントソースマッピングを構成することもでき
ます。小さなバッチで再試行すると、不良のレコードが分離され、タイムアウトの問題が回避されます。
バッチを分割しても、再試行クォータにはカウントされません。
エラー処理の対策に失敗すると、Lambda はレコードを破棄し、ストリームからのバッチ処理を継続しま
す。デフォルト設定では、不良レコードによって、影響を受けるシャードでの処理が最大 1 週間ブロック
される可能性があります。これを回避するには、関数のイベントソースマッピングを、適切な再試行回数
と、ユースケースに適合する最大レコード経過時間で設定します。
破棄されたバッチのレコードを保持するには、失敗したイベントの送信先を設定します。Lambda は、
バッチの詳細を含むドキュメントを送信先キューまたはトピックに送信します。

失敗したイベントのレコードの送信先を設定するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[機能の概要 ] で、[送信先を追加 ] を選択します。

4.

[Source] (送信元) で、[Stream invocation] (ストリームの呼び出し) を選択します。

5.

[ストリーム] で、関数にマッピングされるストリームを選択します。

6.

[送信先タイプ] で、呼び出しレコードを受信するリソースのタイプを選択します。

7.

[送信先] で、リソースを選択します。

8.

[Save] を選択します。

次の例は、Kinesis ストリームの呼び出しレコードを示します。

Example 呼び出しレコード
{

"requestContext": {
"requestId": "c9b8fa9f-5a7f-xmpl-af9c-0c604cde93a5",
"functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:myfunction",
"condition": "RetryAttemptsExhausted",
"approximateInvokeCount": 1
},
"responseContext": {
"statusCode": 200,
"executedVersion": "$LATEST",
"functionError": "Unhandled"
},
"version": "1.0",
"timestamp": "2019-11-14T00:38:06.021Z",
"KinesisBatchInfo": {
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}

}

"shardId": "shardId-000000000001",
"startSequenceNumber": "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
"endSequenceNumber": "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
"approximateArrivalOfFirstRecord": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
"approximateArrivalOfLastRecord": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
"batchSize": 500,
"streamArn": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/mystream"

この情報は、トラブルシューティングのためにストリームから影響を受けるレコードを取得する際に使用
できます。実際のレコードは含まれていないので、有効期限が切れて失われる前に、このレコードを処理
し、ストリームから取得する必要があります。

Amazon CloudWatch メトリクス
関数がレコードのバッチの処理を完了すると、Lambda により IteratorAge メトリクスが発生します。
メトリクスは、処理が終了したとき、バッチの最後のレコードがどれくらい時間が経過したレコードで
あったかを示します。関数が新しいイベントを処理する場合、イテレーターの有効期間を使用して、レ
コードが追加されてから関数によって処理されるまでのレイテンシーを推定できます。
イテレーターの有効期間が増加傾向の場合、関数に問題があることを示している可能性があります。詳細
については、「Lambda 関数のメトリクスの使用 (p. 744)」を参照してください。

時間枠
Lambda 関数は、連続ストリーム処理アプリケーションを実行できます。ストリームは、アプリケーショ
ンを継続的に流れる無限のデータを表します。この継続的に更新される入力からの情報を分析するため
に、時間に関して定義されたウィンドウを使用して、含まれるレコードをバインドできます。
タンブリングウィンドウは、一定の間隔で開閉する別個のタイムウィンドウです。ディフォルトで
は、Lambda 呼び出しはステートレス — 外部データベースがない場合、複数の連続した呼び出しでデー
タを処理するために使用することはできません。ただし、タンブリングウィンドウを使用して、呼び出
し間で状態を維持できます。この状態は、現在のウィンドウに対して以前に処理されたメッセージの集
計結果が含まれます。状態は、シャードごとに最大 1 MB にすることができます。このサイズを超える
と、Lambda はウィンドウを早期に終了します。
ストリームの各レコードは、特定のウィンドウに属しています。Lambda は各レコードを少なくとも 1 回
処理しますが、各レコードが 1 回だけ処理される保証はありません。エラー処理などのまれなケースで
は、一部のレコードが複数回処理されることがあります。レコードは常に最初から順番に処理されます。
レコードが複数回処理される場合、順不同で処理されます。

集約と処理
ユーザー管理関数は、集約と、その集約の最終結果を処理するために呼び出されます。Lambda は、ウィ
ンドウで受信したすべてのレコードを集約します。これらのレコードは、個別の呼び出しとして複数の
バッチで受け取ることができます。各呼び出しは状態を受け取ります。したがって、タンブリングウィン
ドウを使用する場合、Lambda 関数の応答に state プロパティが含まれている必要があります。応答に
state プロパティが含まれてないと、Lambda はこれを失敗した呼び出しと見なします。この条件を満た
すために、関数は次の JSON 形式の TimeWindowEventResponse オブジェクトを返すことができます。

Example TimeWindowEventResponse値
{

"state": {
"1": 282,
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}

"2": 715
},
"batchItemFailures": []

Note
Java 関数の場合は、Map<String, String>を使用して状態を表すことをお勧めします。
ウィンドウの最後で、フラグisFinalInvokeForWindowがtrueに設定され、これが最終状態であり、処
理の準備ができていることが示されます。処理が完了すると、ウィンドウが完了し、最終的な呼び出しが
完了し、状態は削除されます。
ウィンドウの最後に、Lambda は集計結果に対するアクションの最終処理を使用します。最終処理が同期
的に呼び出されます。呼び出しが成功すると、関数はシーケンス番号をチェックポイントし、ストリーム
処理が続行されます。呼び出しが失敗した場合、Lambda 関数は呼び出しが成功するまで処理を一時停止
します。

Example kinesisTimeWindowEvent
{

"Records": [
{
"kinesis": {
"kinesisSchemaVersion": "1.0",
"partitionKey": "1",
"sequenceNumber":
"49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
"data": "SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
"approximateArrivalTimestamp": 1607497475.000
},
"eventSource": "aws:kinesis",
"eventVersion": "1.0",
"eventID":
"shardId-000000000006:49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
"eventName": "aws:kinesis:record",
"invokeIdentityArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-kinesis-role",
"awsRegion": "us-east-1",
"eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/lambda-stream"
}
],
"window": {
"start": "2020-12-09T07:04:00Z",
"end": "2020-12-09T07:06:00Z"
},
"state": {
"1": 282,
"2": 715
},
"shardId": "shardId-000000000006",
"eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/lambda-stream",
"isFinalInvokeForWindow": false,
"isWindowTerminatedEarly": false

}

構成
イベントソースマッピング (p. 243)を作成または更新するときに 、タンブリングウィンドウを設定で
きます。タンブリングウィンドウを設定するには、ウィンドウを秒単位で指定します。次の例のAWS
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Command Line Interface (AWS CLI)コマンドは、タンブルウィンドウが120秒に設定されたストリーミン
グイベントソースマッピングを作成します。集約と処理のために Lambda 関数が定義した関数の名前は
tumbling-window-example-function です。
aws lambda create-event-source-mapping --event-source-arn arn:aws:kinesis:useast-1:123456789012:stream/lambda-stream --function-name "arn:aws:lambda:useast-1:123456789018:function:tumbling-window-example-function" --region us-east-1 -starting-position TRIM_HORIZON --tumbling-window-in-seconds 120

Lambdaは、レコードがストリームに挿入された時間に基づいて、タンブルするウィンドウ境界を決定し
ます。すべてのレコードには、Lambda が境界の決定に使用するおおよそのタイムスタンプがあります。
ウィンドウの集合をタンブルしても、再共有はサポートされません。シャードが終了すると、Lambda は
ウィンドウが閉じているとみなし、子シャードは新しい状態で自身のウィンドウを開始します。
タンブルウィンドウは、既存の再試行ポリシーmaxRetryAttemptsおよびmaxRecordAgeを完全にサ
ポートします。

Example Handler.py - 集約と処理
次の Python 関数は、最終状態を集約して処理する方法を示しています。
def lambda_handler(event, context):
print('Incoming event: ', event)
print('Incoming state: ', event['state'])
#Check if this is the end of the window to either aggregate or process.
if event['isFinalInvokeForWindow']:
# logic to handle final state of the window
print('Destination invoke')
else:
print('Aggregate invoke')
#Check for early terminations
if event['isWindowTerminatedEarly']:
print('Window terminated early')
#Aggregation logic
state = event['state']
for record in event['Records']:
state[record['kinesis']['partitionKey']] = state.get(record['kinesis']
['partitionKey'], 0) + 1
print('Returning state: ', state)
return {'state': state}

バッチアイテムの失敗をレポートする
イベントソースからストリーミングデータを使用および処理する場合、デフォルトでは、バッ
チが完全に成功した場合にのみ、バッチの最大シーケンス番号に Lambda チェックポイント
が設定されます。Lambda は、他のすべての結果を完全な失敗として扱い、再試行の上限まで
バッチの処理を再試行します。ストリームからのバッチの処理中に部分的な成功を許可するに
は、ReportBatchItemFailuresをオンにします 。部分的な成功を許可すると、レコードの再試行回数
を減らすことができますが、成功したレコードの再試行の可能性を完全に妨げるわけではありません。
ReportBatchItemFailuresオンにするには 、ReportBatchItemFailures 列挙値
をFunctionResponseTypesリストに含めます。このリストは、関数で有効になっているレスポンスタイ
プを示します。このリストは、 イベントソースマッピング (p. 243)を作成または更新するときに設定がで
きます。
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レポートの構文
バッチアイテムの失敗に関するレポートを設定する場合、StreamsEventResponse クラスはバッチアイ
テムの失敗のリストとともに返されます。StreamsEventResponseオブジェクトを使用して、バッチ処
理で最初に失敗したレコードのシーケンス番号を返すことができます。また、正しいレスポンスシンタッ
クスを使用して、独自のカスタムクラスを作成することもできます。次の JSON 構造体は、必要な応答構
文を示しています。
{

}

"batchItemFailures": [
{
"itemIdentifier": "<id>"
}
]

Note
batchItemFailures 配列に複数の項目が含まれている場合、Lambda はシーケンス番号が最も
小さいレコードをチェックポイントとして使用します。その後、Lambda はそのチェックポイン
トからすべてのレコードを再試行します。

成功条件と失敗の条件
次のいずれかを返すと、Lambda はバッチを完全な成功として処理します:
• 空のbatchItemFailureリストです。
• null の batchItemFailure リスト
• 空の EventResponse
• ヌル EventResponse
次のいずれかを返すと、Lambda はバッチを完全な失敗として処理します:
• 空の文字列itemIdentifier
• ヌル itemIdentifier
• itemIdentifier間違えているキー名
Lambda は、再試行戦略に基づいて失敗を再試行します。

バッチを２分割します
呼び出しが失敗し、BisectBatchOnFunctionError オンになっている場合、バッチ
はReportBatchItemFailures設定に関係なく２分割されます。
部分的なバッチ成功レスポンスを受信し、BisectBatchOnFunctionError と
ReportBatchItemFailures の両方がオンになっている場合、バッチは返されたシーケンス番号で 2 分
割され、Lambda は残りのレコードのみを再試行します。
Java

Example Handler.java - 新しい StreamsEventResponse() を返します
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
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import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KinesisEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.StreamsEventResponse;
import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class ProcessKinesisRecords implements RequestHandler<KinesisEvent,
StreamsEventResponse> {
@Override
public StreamsEventResponse handleRequest(KinesisEvent input, Context context) {
List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
ArrayList<>();
String curRecordSequenceNumber = "";
for (KinesisEvent.KinesisEventRecord kinesisEventRecord : input.getRecords()) {
try {
//Process your record
KinesisEvent.Record kinesisRecord = kinesisEventRecord.getKinesis();
curRecordSequenceNumber = kinesisRecord.getSequenceNumber();
} catch (Exception e) {
/* Since we are working with streams, we can return the failed item
immediately.
Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
item onwards. */
batchItemFailures.add(new
StreamsEventResponse.BatchItemFailure(curRecordSequenceNumber));
return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);
}
}

}

}

return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);

Python

Example Handler.py - batchItemFailures[] を返します
def handler(event, context):
records = event.get("Records")
curRecordSequenceNumber = ""
for record in records:
try:
# Process your record
curRecordSequenceNumber = record["kinesis"]["sequenceNumber"]
except Exception as e:
# Return failed record's sequence number
return {"batchItemFailures":[{"itemIdentifier": curRecordSequenceNumber}]}
return {"batchItemFailures":[]}

Amazon Kinesis 設定パラメータ
すべての Lambda イベントソースタイプは、同じCreateEventSourceMapping (p. 927) および
UpdateEventSourceMapping (p. 1114) API オペレーションを共有しています。ただし、Kinesis に適用さ
れるのは一部のパラメータのみです。
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Kinesis に適用されるイベントソースパラメータ
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

デフォルト

メモ

BatchSize

N

100

最大: 10,000

BisectBatchOnFunctionError
N
DestinationConfig

N

有効

N

EventSourceArn

Y

FunctionName

Y

false
廃棄されたレコードの
Amazon SQS キューま
たは Amazon SNS ト
ピックの送信先。
true
データストリームま
たはストリームコン
シューマーの ARN。

MaximumBatchingWindowInSeconds
N

0

MaximumRecordAgeInSeconds
N

-1

-1 に設定すると無制限
になり、Lambda はレ
コードを破棄しません
最小: -1
最大: 604,800

MaximumRetryAttempts

N

-1

-1 に設定すると無制
限になり、失敗したレ
コードはレコードの有
効期限が切れるまで再
試行されます。
最小: -1
最大: 10,000

ParallelizationFactor

N

StartingPosition

Y

1

最大: 10
AT_TIMESTAMP、TRIM_HORIZON、
または LATEST

StartingPositionTimestampN

StartingPosition が
AT_TIMESTAMP に設定
されている場合にのみ
有効です。Unix タイム
秒単位で読み取りをス
タートする時間

TumblingWindowInSecondsN

最小: 0
最大: 900

639

AWS Lambda デベロッパーガイド
チュートリアル

チュートリアル: Amazon Kinesis で AWS Lambda を
使用する
このチュートリアルでは、Kinesis データストリームのイベントを処理する Lambda 関数を作成します。
1. カスタムアプリケーションがストリームにレコードを書き込みます。
2. AWS Lambda はストリームをポーリングし、ストリームで新しいレコードを検出すると Lambda 関数
を呼び出します。
3. AWS Lambda は、Lambda 関数の作成時に指定した実行ロールを引き受けることにより、Lambda 関数
を実行します。

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。

実行ロールを作成する
AWS リソースにアクセスするためのアクセス権限を関数に付与する実行ロール (p. 53)を作成します。

実行ロールを作成するには
1.
2.

IAM コンソールの [roles page (ロールページ)] を開きます。
[ロールの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ - AWS Lambda
• アクセス許可 - AWSLambdaKinesisExecutionRole。
• Role name – lambda-kinesis-role。

AWSLambdaKinesisExecutionRole ポリシーには、Kinesis から項目を読み取り、CloudWatch Logs にログ
を書き込むために関数が必要とするアクセス許可があります。

関数を作成する
以下のコード例では、Kinesis イベント入力を受け取り、含まれるメッセージを処理します。例示のため、
このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。
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Note
他の言語によるサンプルコードについては、「サンプル関数コード (p. 644)」を参照してくださ
い。

Example index.js
console.log('Loading function');
exports.handler = function(event, context) {
//console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
event.Records.forEach(function(record) {
// Kinesis data is base64 encoded so decode here
var payload = Buffer.from(record.kinesis.data, 'base64').toString('ascii');
console.log('Decoded payload:', payload);
});
};

関数を作成するには
1.

サンプルコードを index.js という名前のファイルにコピーします。

2.

デプロイパッケージを作成します。
zip function.zip index.js

3.

create-function コマンドを使用して Lambda 関数を作成します。
aws lambda create-function --function-name ProcessKinesisRecords \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs12.x \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-kinesis-role

Lambda 関数をテストする
invokeAWS Lambda CLI コマンドおよびサンプルの Kinesis イベントを使用して、手動で Lambda 関数
を呼び出します。

Lambda 関数をテストするには
1.

以下の JSON をファイルにコピーし、input.txt という名前で保存します。
{

"Records": [
{
"kinesis": {
"kinesisSchemaVersion": "1.0",
"partitionKey": "1",
"sequenceNumber":
"49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
"data": "SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
"approximateArrivalTimestamp": 1545084650.987
},
"eventSource": "aws:kinesis",
"eventVersion": "1.0",
"eventID":
"shardId-000000000006:49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
"eventName": "aws:kinesis:record",
"invokeIdentityArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-kinesis-role",
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stream"
}

2.

]

"awsRegion": "us-east-2",
"eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda}

invoke コマンドを使用して、関数にイベントを送信します。
aws lambda invoke --function-name ProcessKinesisRecords --payload file://input.txt
out.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォ
ルト設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行
します。詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参
照してください。
レスポンスは out.txt に保存されます。

Kinesis Stream を作成する
create-stream コマンドを使用して、スキーマを作成します。
aws kinesis create-stream --stream-name lambda-stream --shard-count 1

次の describe-stream コマンドを実行して、ストリーム ARN を取得します。
aws kinesis describe-stream --stream-name lambda-stream

次のような出力が表示されます。
{

"StreamDescription": {
"Shards": [
{
"ShardId": "shardId-000000000000",
"HashKeyRange": {
"StartingHashKey": "0",
"EndingHashKey": "340282366920746074317682119384634633455"
},
"SequenceNumberRange": {
"StartingSequenceNumber":
"49591073947768692513481539594623130411957558361251844610"
}
}
],
"StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/lambda-stream",
"StreamName": "lambda-stream",
"StreamStatus": "ACTIVE",
"RetentionPeriodHours": 24,
"EnhancedMonitoring": [
{
"ShardLevelMetrics": []
}
],
"EncryptionType": "NONE",
"KeyId": null,
"StreamCreationTimestamp": 1544828156.0
}
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次のステップで Lambda 関数にストリームを関連付けるために、ストリーム ARN を使用します。

AWS Lambda でイベントソースを追加する
次の AWS CLI add-event-source コマンドを実行します。
aws lambda create-event-source-mapping --function-name ProcessKinesisRecords \
--event-source arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/lambda-stream \
--batch-size 100 --starting-position LATEST

後で使用するために、マッピング ID をメモしておきます。list-event-source-mappings コマンドを
実行して、イベントソースマッピングのリストを取得できます。
aws lambda list-event-source-mappings --function-name ProcessKinesisRecords \
--event-source arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/lambda-stream

レスポンスでは、ステータス値が enabled であることを確認できます。イベントソースマッピングを無
効にすると、レコードを失うことなくポーリングを一時停止できます。

セットアップをテストする
イベントソースマッピングをテストするには、イベントレコードを Kinesis ストリームに追加します。-data 値は、文字列を Kinesis に送信する前に CLI で base64 にエンコードされる文字列です。同じコマン
ドを複数回実行して、複数のレコードをストリームに追加することができます。
aws kinesis put-record --stream-name lambda-stream --partition-key 1 \
--data "Hello, this is a test."

Lambda は実行ロールを使用して、ストリームからレコードを読み取ります。次に、Lambda 関数を呼び
出し、レコードのバッチを渡します。この関数は、各レコードからデータをデコードしてログ記録し、出
力を CloudWatch Logs に送信します。CloudWatch コンソールでログを表示する

リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。

実行ロールを削除するには
1.
2.
3.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。
作成した実行ロールを選択します。
[ロールの削除] を選択します。

4.

[はい、削除します] を選択します。

Lambda 関数を削除するには
1.
2.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
作成した関数を選択します。

3.
4.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。
[削除] を選択します。
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Kinesis ストリームを削除するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインし、Kinesis コンソール (https://console.aws.amazon.com/
kinesis) を開きます。
作成したストリームを選択します。

3.
4.

[ Actions] で、[Delete ] を選択します。

5.

[削除] を選択します。

テキストボックスに「delete」と入力します。

サンプル関数コード
Amazon Kinesis からのイベントを処理するには、イベントオブジェクト内のレコードを反復処理し、それ
ぞれに含まれる Base64 エンコードされたデータをデコードします。

Note
このページのコードは、集計レコードをサポートしていません。Kinesis プロデューサーライブラ
リ設定で集計を無効にするか、Kinesis レコード集計ライブラリを使用すると、レコードの集計を
解除できます。
サンプルコードは以下の言語で利用可能です。
トピック
• Node.js 12.x (p. 644)
• Java 11 (p. 644)
• C# (p. 645)
• Python 3 (p. 646)
• Go (p. 646)

Node.js 12.x
以下のコード例では、Kinesis イベント入力を受け取り、含まれるメッセージを処理します。例示のため、
このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。

Example index.js
console.log('Loading function');
exports.handler = function(event, context) {
//console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
event.Records.forEach(function(record) {
// Kinesis data is base64 encoded so decode here
var payload = Buffer.from(record.kinesis.data, 'base64').toString('ascii');
console.log('Decoded payload:', payload);
});
};

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、「.zip
ファイルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297)」を参照してください。

Java 11
Kinesis イベントレコードデータを入力として受け取り、それを処理する Java コードの例を以下に示しま
す。例示のため、このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。
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コードでは、recordHandler はハンドラーです。このハンドラーは、定義済みの KinesisEvent クラ
スを使用します。このクラスは aws-lambda-java-events ライブラリで定義されています。

Example ProcessKinesisEvents.java
package example;
import
import
import
import

com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KinesisEvent;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KinesisEvent.KinesisEventRecord;

public class ProcessKinesisRecords implements RequestHandler<KinesisEvent, Void>{
@Override
public Void handleRequest(KinesisEvent event, Context context)
{
for(KinesisEventRecord rec : event.getRecords()) {
System.out.println(new String(rec.getKinesis().getData().array()));
}
return null;
}
}

ハンドラーが例外をスローせずに正常に戻った場合、Lambda はレコードの入力バッチが正しく処理され
たと見なし、ストリーム内の新しいレコードの読み取りを開始します。ハンドラーによって例外がスロー
される場合、Lambda はレコードの入力バッチが処理されていないと見なし、レコードの同じバッチで関
数を再度呼び出します。

Dependencies
• aws-lambda-java-core
• aws-lambda-java-events
• aws-java-sdk
Lambda ライブラリの依存関係を使ってコードを構築し、デプロイパッケージを作成します。手順につい
ては、「.zip または JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397)」を参照してく
ださい。

C#
Kinesis イベントレコードデータを入力として受け取り、それを処理する C# コードの例を以下に示しま
す。例示のため、このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。
コードでは、HandleKinesisRecord はハンドラーです。このハンドラーは、定義済みの
KinesisEvent クラスを使用します。このクラスは Amazon.Lambda.KinesisEvents ライブラリで定
義されています。

Example ProcessingKinesisEvents.cs
using System;
using System.IO;
using System.Text;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.KinesisEvents;
namespace KinesisStreams
{
public class KinesisSample
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{

[LambdaSerializer(typeof(JsonSerializer))]
public void HandleKinesisRecord(KinesisEvent kinesisEvent)
{
Console.WriteLine($"Beginning to process {kinesisEvent.Records.Count}
records...");
foreach (var record in kinesisEvent.Records)
{
Console.WriteLine($"Event ID: {record.EventId}");
Console.WriteLine($"Event Name: {record.EventName}");
string recordData = GetRecordContents(record.Kinesis);
Console.WriteLine($"Record Data:");
Console.WriteLine(recordData);

}

}

}

}
Console.WriteLine("Stream processing complete.");

private string GetRecordContents(KinesisEvent.Record streamRecord)
{
using (var reader = new StreamReader(streamRecord.Data, Encoding.ASCII))
{
return reader.ReadToEnd();
}
}

.NET Core プロジェクトの Program.cs を上記のサンプルに置き換えます。手順については、「.zip ファ
イルアーカイブを使用して C# Lambda 関数をデプロイする (p. 470)」を参照してください。

Python 3
Kinesis イベントレコードデータを入力として受け取り、それを処理する Python コードの例を以下に示し
ます。例示のため、このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。

Example ProcessKinesisRecords.py
from __future__ import print_function
#import json
import base64
def lambda_handler(event, context):
for record in event['Records']:
#Kinesis data is base64 encoded so decode here
payload=base64.b64decode(record["kinesis"]["data"])
print("Decoded payload: " + str(payload))

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、「.zip
ファイルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339)」を参照してください。

Go
Kinesis イベントレコードデータを入力として受け取り、それを処理する Go コードの例を以下に示しま
す。例示のため、このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。

Example ProcessKinesisRecords.go
import (
"strings"
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)

"github.com/aws/aws-lambda-go/events"

func handler(ctx context.Context, kinesisEvent events.KinesisEvent) {
for _, record := range kinesisEvent.Records {
kinesisRecord := record.Kinesis
dataBytes := kinesisRecord.Data
dataText := string(dataBytes)

}

}

fmt.Printf("%s Data = %s \n", record.EventName, dataText)

go build を使って実行可能ファイルを構築し、デプロイパッケージを作成します。手順について
は、.zip ファイルアーカイブを使用して Go Lambda 関数をデプロイする (p. 439) を参照してください。

AWS SAMKinesis アプリケーション用の テンプレー
ト
を使用してこのアプリケーションをビルドすることができます。AWS SAM。AWS SAM テンプレートの
詳細については、AWS SAM 開発者ガイドの「AWS Serverless Application Model テンプレートの基礎」
を参照してください。
チュートリアル (p. 640)の Lambda アプリケーションのサンプル AWS SAM テンプレートを以下に示
します。テンプレートの関数とハンドラは、Node.js コード用です。別のコードサンプルを使用する場合
は、必要に応じて値を更新します。

Example template.yaml - Kinesis Stream
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
LambdaFunction:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs12.x
Timeout: 10
Tracing: Active
Events:
Stream:
Type: Kinesis
Properties:
Stream: !GetAtt stream.Arn
BatchSize: 100
StartingPosition: LATEST
stream:
Type: AWS::Kinesis::Stream
Properties:
ShardCount: 1
Outputs:
FunctionName:
Description: "Function name"
Value: !Ref LambdaFunction
StreamARN:
Description: "Stream ARN"
Value: !GetAtt stream.Arn

テンプレートは、Lambda 関数、Kinesis ストリーム、およびイベントソースマッピングを作成します。イ
ベントソースマッピングは、ストリームから読み込み、関数を呼び出します。
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HTTP/2 ストリームコンシューマー (p. 629)を使用するには、テンプレートでコンシューマーを作成し、
ストリームからでなくコンシューマーから読み込むようにイベントソースマッピングを設定します。

Example template.yaml - Kinesis Stream コンシューマー
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: A function that processes data from a Kinesis stream.
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs12.x
Timeout: 10
Tracing: Active
Events:
Stream:
Type: Kinesis
Properties:
Stream: !GetAtt streamConsumer.ConsumerARN
StartingPosition: LATEST
BatchSize: 100
stream:
Type: "AWS::Kinesis::Stream"
Properties:
ShardCount: 1
streamConsumer:
Type: "AWS::Kinesis::StreamConsumer"
Properties:
StreamARN: !GetAtt stream.Arn
ConsumerName: "TestConsumer"
Outputs:
FunctionName:
Description: "Function name"
Value: !Ref function
StreamARN:
Description: "Stream ARN"
Value: !GetAtt stream.Arn
ConsumerARN:
Description: "Stream consumer ARN"
Value: !GetAtt streamConsumer.ConsumerARN

パッケージおよびデプロイコマンドを使用してサーバーレスアプリケーションをパッケージングしてデプ
ロイする方法については、AWS Serverless Application Model 開発者ガイドの「サーバーレスアプリケー
ションのデプロイ」を参照してください。
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Amazon Lex で AWS Lambda を使用する
Amazon Lex を使用すると、会話ボットをアプリケーションに統合できます。Amazon Lex ボットは、
ユーザーに会話型インターフェイスを提供します。Amazon Lex では、Lambda との統合が事前に構築さ
れています。したがって、Amazon Lex ボットで Lambda 関数を使用することができます。
Amazon Lex ボットを設定するときに、検証、応答、またはその両方を行う Lambda 関数を指定し
ます。検証の場合、Amazon Lex はユーザーからレスポンスがあった後に Lambda 関数を呼び出しま
す。Lambda 関数はこのレスポンスを検証し、必要に応じて、ユーザーに修正フィードバックを提供しま
す。応答の場合、Amazon Lex は、ボットが必要なすべての情報を正常に収集し、ユーザーから確認を受
け取った後に、Lambda 関数を呼び出してユーザーのリクエストに応答します。
Lambda 関数の同時実行数 (p. 186)を管理することで、提供する同時ボット会話の最大数を制御できま
す。関数の同時実行数が最大になると、Amazon Lex API は HTTP 429 ステータスコード (リクエストが多
すぎる) を返します。
Lambda 関数が例外をスローした場合、API は HTTP 424 ステータスコード (依存関係で失敗) を返しま
す。
Amazon Lex ボットは Lambda 関数を同期的に (p. 232)呼び出します。イベントパラメータには、ボット
に関する情報と会話の各スロットの値が含まれます。invocationSource パラメータは、Lambda 関数
が入力を検証する (DialogCodeHook) か、インテントに応答する (FulfillmentCodeHook) かを示します。

Example Amazon Lex メッセージイベント
{

}

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "FulfillmentCodeHook",
"userId": "ABCD1234",
"sessionAttributes": {
"key1": "value1",
"key2": "value2",
},
"bot": {
"name": "OrderFlowers",
"alias": "prod",
"version": "1"
},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "OrderFlowers",
"slots": {
"FlowerType": "lilies",
"PickupDate": "2030-11-08",
"PickupTime": "10:00"
},
"confirmationStatus": "Confirmed"
}

Amazon Lex は、以下の形式の Lambda 関数からのレスポンスを想定しています。dialogAction フィー
ルドは必須です。sessionAttributes および recentIntentSummaryView フィールドはオプション
です。

Example Amazon Lex メッセージイベント
{

"sessionAttributes": {
"key1": "value1",
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"key2": "value2"
...

},
"recentIntentSummaryView": [
{
"intentName": "Name",
"checkpointLabel": "Label",
"slots": {
"slot name": "value",
"slot name": "value"
},
"confirmationStatus": "None, Confirmed, or Denied (intent confirmation, if
configured)",
"dialogActionType": "ElicitIntent, ElicitSlot, ConfirmIntent, Delegate, or Close",
"fulfillmentState": "Fulfilled or Failed",
"slotToElicit": "Next slot to elicit
}
],
"dialogAction": {
"type": "Close",
"fulfillmentState": "Fulfilled",
"message": {
"contentType": "PlainText",
"content": "Thanks, your pizza has been ordered."
},
"responseCard": {
"version": integer-value,
"contentType": "application/vnd.amazonaws.card.generic",
"genericAttachments": [
{
"title":"card-title",
"subTitle":"card-sub-title",
"imageUrl":"URL of the image to be shown",
"attachmentLinkUrl":"URL of the attachment to be associated with the card",
"buttons":[
{
"text":"button-text",
"value":"Value sent to server on button click"
}
]
}
]
}
}

}

dialogAction に必要な追加のフィールドは、type フィールドの値によって異なります。イベント
とレスポンスのフィールドの詳細については、Amazon Lex デベロッパーガイドの Lambda event and
response format を参照してください。Amazon Lex で Lambda を使用する方法のサンプルチュートリアル
については、 Amazon デベロッパーガイドの Exercise 1: Create Amazon Lex bot using a blueprint を参照
してください。

ロールとアクセス許可
サービスにリンクされたロールは、関数の実行ロール (p. 53)として設定する必要があります。Amazon
Lex は、事前定義されたアクセス許可を持つ、サービスにリンクされたロールを定義します。コンソー
ルを使用して Amazon Lex ボットを作成すると、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 CLI でサービスにリンクされたロールを作成するには、create-service-linked-role コマ
ンドを使用します。
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name lex.amazonaws.com
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このコマンドは以下のロールを作成します。
{

"Role": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "sts:AssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "lex.amazonaws.com"
}
}
]
},
"RoleName": "AWSServiceRoleForLexBots",
"Path": "/aws-service-role/lex.amazonaws.com/",
"Arn": "arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
}

Lambda 関数が他の AWS のサービスを使用する場合、対応するアクセス許可をサービスにリンクされた
ロールに追加する必要があります。
リソースベースのアクセス許可ポリシーを使用して、Amazon Lex インテントに Lambda 関数の呼び出
しを許可します。Amazon Lex コンソールを使用する場合、アクセス許可ポリシーは自動的に作成されま
す。AWS CLI から、Lambda add-permission コマンドを使用してアクセス許可を設定します。以下の
例では、OrderFlowers インテントのアクセス許可を設定しています。

aws lambda add-permission \
--function-name OrderFlowersCodeHook \
--statement-id LexGettingStarted-OrderFlowersBot \
--action lambda:InvokeFunction \
--principal lex.amazonaws.com \
--source-arn "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012 ID:intent:OrderFlowers:*"
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Amazon MQ で Lambda を使用する
Amazon MQ は、Apache ActiveMQ および RabbitMQ 用のマネージドメッセージブローカーサービスで
す。メッセージブローカーを使用すると、ソフトウェアアプリケーションおよびコンポーネントは、さま
ざまなプログラミング言語、オペレーティングシステム、および、トピックまたはキューイベント送信先
を介した正式なメッセージングプロトコルを使って、通信できるようになります。
また Amazon MQ は、ActiveMQ か RabbitMQ ブローカーをインストールすることにより、もしくは、異
なるネットワークトポロジやその他のインフラストラクチャのニーズを提供することにより、ユーザーに
代わって Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)インスタンスを管理することもできます。
Lambda 関数を使用することで、Amazon MQ メッセージブローカーからのレコードを処理できま
す。Lambda は、ブローカーからメッセージを読み取り関数を同期的に (p. 232)呼び出す Lambda リソー
ス、イベントソースマッピング (p. 243)によって関数を呼び出します。
Amazon MQ イベントソースマッピングには、次の設定制限があります。
• クロスアカウント - Lambda はクロスアカウント処理をサポートしていません。Lambda を使用して、
別の AWS アカウントにある Amazon MQ メッセージブローカーからのレコードを処理することはでき
ません。
• 認証 - ActiveMQ では、ActiveMQ SimpleAuthenticationPlugin のみサポートされています。RabbitMQ
の場合、PLAIN 認証メカニズムのみサポートされています。ユーザーは、資格情報の管理には AWS
Secrets Manager を使用します。ActiveMQ 認証の詳細については、Amazon MQ デベロッパーガイドの
Integrating ActiveMQ brokers with LDAP を参照してください。
• 接続クォータ - ブローカーは、ワイヤレベルプロトコルごとに最大の接続可能数を持っています。
このクォータは、ブローカーインスタンスタイプに基づいています。これらの制限の詳細について
は、Amazon MQ デベロッパーガイドの Quotas in Amazon MQ の Brokers のセクションを参照してくだ
さい。
• 接続 - ブローカーをパブリックまたはプライベートの Virtual Private Cloud (VPC) に作成できます。
プライベート VPC の場合、Lambda 関数が VPC にアクセスしてメッセージを受信する必要があり
ます。詳細については、このトピックで後述する「the section called “イベントソースマッピング
API” (p. 656)」を参照してください。
• イベント送信先 - キューの送信先のみがサポートされます。ただし、仮想トピックを使用することがで
きます。仮想トピックは、内部的にトピックとして動作し、キューとして Lambda と対話しながら動作
します。詳細については、Apache ActiveMQ ウェブサイトの Virtual Destinations および RabbitMQ ウェ
ブサイトの Virtual Hostsを参照してください。
• ネットワークトポロジ - ActiveMQ の場合、イベントソースマッピングごとに、１つの単一インスタンス
またはスタンバイブローカーがサポートされます。RabbitMQ の場合、イベントソースマッピングごと
に、単一インスタンスブローカーまたはクラスターデプロイメントがサポートされます。単一インスタ
ンスブローカーには、フェイルオーバーエンドポイントが必要です。これらのブローカーデプロイメン
トモードの詳細については、Amazon MQ デベロッパーガイドの Active MQ Broker Architecture および
Rabbit MQ Broker Architecture を参照してください。
• プロトコル — サポートされるプロトコルは、Amazon MQ の統合のタイプによって異なります。
• ActiveMQ 統合の場合、Lambda は OpenWire/Java Message Service (JMS) プロトコルを使用して
メッセージを使用します。その他のプロトコルは、メッセージの使用をサポートしていません。JMS
プロトコル内では、TextMessage および BytesMessage のみがサポートされています。OpenWire
プロトコルの詳細については、Apache ActiveMQ ウェブサイトの OpenWire を参照してください。
• RabbitMQ 統合の場合、Lambda は AMQP 0-9-1 プロトコルを使ってメッセージを使用します。その
他のプロトコルは、メッセージの使用をサポートしていません。RabbitMQ による AMQP 0-9-1 プロ
トコルの実装の詳細については、RabbitMQ ウェブサイトの AMQP 0-9-1 Complete Reference Guide
を参照してください。
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Lambda は、Amazon MQ がサポートする ActiveMQ および RabbitMQ の最新バージョンを自動的にサ
ポートします。サポートされている最新バージョンについては、Amazon MQ デベロッパーガイドの
Amazon MQ リリースノートを参照してください。

Note
デフォルトでは、Amazon MQ には毎週、ブローカー用のメンテナンスウィンドウがあります。
その期間中、ブローカーは利用できません。スタンバイのないブローカーの場合、Lambda はそ
のウィンドウ中にメッセージを処理できません。
セクション
• Lambda コンシューマーグループ (p. 653)
• 実行ロールのアクセス許可 (p. 655)
• イベントソースとしてのブローカーの設定 (p. 656)
• イベントソースマッピング API (p. 656)
• イベントソースマッピングエラー (p. 658)
• Amazon MQ と RabbitMQ の設定パラメータ (p. 659)

Lambda コンシューマーグループ
Amazon MQ と対話するため、Lambda は、Amazon MQ ブローカーから読み取ることができるコンシュー
マーグループを作成します。コンシューマーグループは、イベントソースマッピング UUID と同じ ID で作
成されます。
Amazon MQ イベントソースの場合、Lambda はレコードをまとめてバッチ処理し、それらを単一のペイ
ロードで関数に送信します。動作を制御するには、バッチ処理ウィンドウとバッチサイズを設定できま
す。Lambda は、最大 6 MB のペイロードサイズを処理する、バッチ処理ウィンドウの期限が切れる、
またはレコード数が完全なバッチサイズに到達するまで、メッセージをプルします。詳細については、
「バッチ処理動作 (p. 244)」を参照してください。
Lambda はバッチを単一のペイロードに変換してから、関数を呼び出します。メッセージは永続化も逆シ
リアル化もされません。その代わりに、コンシューマーグループはそれらをバイトの BLOB として取得し
てから、base64 でエンコードして JSON ペイロードにします。関数がバッチ内のいずれかのメッセージ
に対してエラーを返すと、Lambda は、処理が成功するかメッセージが期限切れになるまでメッセージの
バッチ全体を再試行します。

Note
Lambda 関数の最大タイムアウト制限は通常 15 分ですが、Amazon MSK、自己管理型 Apache
Kafka、および ActiveMQ と RabbitMQ の Amazon MQ のイベントソースマッピングでは、最大タ
イムアウト制限が 14 分の関数のみがサポートされます。この制約により、イベントソースマッピ
ングは関数エラーと再試行を適切に処理できます。
Amazon CloudWatch の ConcurrentExecutions メトリクスを使用して、特定の関数の同時実行使用率
を監視できます。同時実行の詳細については、「the section called “予約済同時実行数” (p. 186)」を参照し
てください。

Example Amazon MQ レコードイベント
ActiveMQ

{

"eventSource": "aws:amq",
"eventSourceArn": "arn:aws:mq:uswest-2:111122223333:broker:test:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8",
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"messages": [
{
"messageID": "ID:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8-1.mq.uswest-2.amazonaws.com-37557-1234520418293-4:1:1:1:1",
"messageType": "jms/text-message",
"deliveryMode": 1,
"replyTo": null,
"type": null,
"expiration": "60000",
"priority": 1,
"correlationId": "myJMSCoID",
"redelivered": false,
"destination": {
"physicalname": "testQueue"
},
"data":"QUJDOkFBQUE=",
"timestamp": 1598827811958,
"brokerInTime": 1598827811958,
"brokerOutTime": 1598827811959
},
{
"messageID": "ID:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8-1.mq.uswest-2.amazonaws.com-37557-1234520418293-4:1:1:1:1",
"messageType": "jms/bytes-message",
"deliveryMode": 1,
"replyTo": null,
"type": null,
"expiration": "60000",
"priority": 2,
"correlationId": "myJMSCoID1",
"redelivered": false,
"destination": {
"physicalname": "testQueue"
},
"data":"LQaGQ82S48k=",
"timestamp": 1598827811958,
"brokerInTime": 1598827811958,
"brokerOutTime": 1598827811959
}
]
}

RabbitMQ
{

"eventSource": "aws:rmq",
"eventSourceArn": "arn:aws:mq:uswest-2:111122223333:broker:pizzaBroker:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8",
"rmqMessagesByQueue": {
"pizzaQueue::/": [
{
"basicProperties": {
"contentType": "text/plain",
"contentEncoding": null,
"headers": {
"header1": {
"bytes": [
118,
97,
108,
117,
101,
49
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]
},
"header2": {
"bytes": [
118,
97,
108,
117,
101,
50
]
},
"numberInHeader": 10

}

}

]

}

},
"deliveryMode": 1,
"priority": 34,
"correlationId": null,
"replyTo": null,
"expiration": "60000",
"messageId": null,
"timestamp": "Jan 1, 1970, 12:33:41 AM",
"type": null,
"userId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"appId": null,
"clusterId": null,
"bodySize": 80
},
"redelivered": false,
"data": "eyJ0aW1lb3V0IjowLCJkYXRhIjoiQ1pybWYwR3c4T3Y0YnFMUXhENEUifQ=="

Note
RabbitMQ の例では、pizzaQueue は RabbitMQ キューの名前、/ は仮想ホストの名前です。
メッセージを受信すると、イベントソースは pizzaQueue::/ の下にメッセージを一覧表示しま
す。

実行ロールのアクセス許可
Amazon MQ ブローカーからレコードを読み取るには、Lambda 関数は次のアクセス許可を実行ロー
ル (p. 53)に追加する必要があります。
• mq:DescribeBroker
• secretsmanager:GetSecretValue
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:DeleteNetworkInterface
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeVpcs
• logs:CreateLogGroup
• logs:CreateLogStream
• logs:PutLogEvents
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Note
暗号化されたカスタマー管理キーを使用する場合は、kms:Decrypt 権限も追加します。

イベントソースとしてのブローカーの設定
イベントソースマッピング (p. 243)を作成し、Amazon MQ ブローカーから Lambda 関数にレコードを送
信するよう Lambda に通知します。複数のイベントソースマッピングを作成することで、複数の関数で同
じデータを処理したり、単一の関数で複数のソースから項目を処理したりできます。
Amazon MQ から読み取るように関数を設定するには、Lambda コンソールで MQ トリガーを作成しま
す。

トリガーを作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数の名前を選択します。

3.

[機能の概要] で、[トリガーを追加] を選択します。

4.

トリガーのタイプを選択します。

5.

必須のオプションを設定し、[Add] (追加) を選択します。

Lambda では、Amazon MQ イベントソースの以下のオプションがサポートされています。
• MQ ブローカー — Amazon MQ ブローカーを選択します。
• バッチサイズ - 単一のバッチで取得するメッセージの最大数を設定します。
• キュー名 - 使用する Amazon MQ キューを入力します。
• ソースアクセス設定 — 仮想ホスト情報とブローカーの認証情報を保存する Secrets Manager のシーク
レットを入力します。
• トリガーの有効化 - レコードの処理を停止するトリガーを無効にします。
トリガーを有効または無効にする（または削除する）には、 MQ トリガーをデザイナーで選択します。
トリガーを再設定するには、イベントソースマッピング API 操作を使用します。

イベントソースマッピング API
AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS SDK を使用してイベントソースを管理するには、
以下の API 操作を使用できます。
• CreateEventSourceMapping (p. 927)
• ListEventSourceMappings (p. 1041)
• GetEventSourceMapping (p. 986)
• UpdateEventSourceMapping (p. 1114)
• DeleteEventSourceMapping (p. 959)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してイベントソースマッピングを作成するに
は、create-event-source-mapping コマンドを使用します。
デフォルトではAmazon MQ、 ブローカーは PubliclyAccessible フラグを false に設定して作成され
ます。ブローカーにパブリック IP アドレスが与えられるのは、PubliclyAccessible が true に設定さ
れている場合のみです。
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イベントソースマッピングでフルアクセスする場合、ブローカーはパブリックエンドポイントを使用する
か、VPC へアクセスを提供する必要があります。Amazon MQ をトリガーとして追加すると、Lambda は
Lambda 関数用の VPC 設定ではなく、Amazon MQ ブローカー用の VPC 設定を引き受けることに注意し
てください。Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) のアクセス要件を満たすには、以下のいずれか
を試します。
• パブリックサブネットごとに 1 つの NAT ゲートウェイを設定します。詳細については、「VPC に接続
した関数のインターネットアクセスとサービスアクセス (p. 203)」を参照してください。
• Amazon VPC と Lambda との間に接続を作成します。Amazon VPC は、AWS Security Token
Service(AWS STS) およびSecrets Manager のエンドポイントにも接続する必要があります。詳細につ
いては、「Lambda のインターフェイス VPC エンドポイントの設定 (p. 205)」を参照してください。
設定する Amazon VPC セキュリティグループルールには、少なくとも以下の設定が必要です。
• インバウンドルール - パブリックアクセシビリティのないブローカーの場合、ソースとして指定された
セキュリティグループのすべてのポートですべてのトラフィックを許可します。パブリックアクセシビ
リティを持つブローカーの場合、すべての送信先のすべてのポート上のすべてのトラフィックを許可し
ます。
• アウトバウンドルール - すべての送信先について、すべてのポート上のすべてのトラフィックを許可し
ます。
Amazon VPC 設定は、Amazon MQ API を通じて検出が可能であり、create-event-source-mapping
のセットアップで定義する必要はありません。
次の例では AWS CLI コマンドが、MQ-Example-Function という名前の Lambda 関数を
ExampleMQBroker という名前の Amazon MQ RabbitMQ ベースのブローカーにマッピングするイベン
トソースを作成します。このコマンドは仮想ホストの名前と、ブローカーの認証情報を保存する Secrets
Manager のシークレット ARN も提供します。
aws lambda create-event-source-mapping \
--event-source-arn arn:aws:mq:us-east-1:123456789012:broker:ExampleMQBroker:b-24cacbb4b295-49b7-8543-7ce7ce9dfb98 \
--function-name arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MQ-Example-Function \
--queues ExampleQueue \
--source-access-configuration Type=VIRTUAL_HOST,URI="/"
Type=BASIC_AUTH,URI=arn:aws:secretsmanager:useast-1:123456789012:secret:ExampleMQBrokerUserPassword-xPBMTt \

次のような出力が表示されます。
{

"UUID": "91eaeb7e-c976-1234-9451-8709db01f137",
"BatchSize": 100,
"EventSourceArn": "arn:aws:mq:us-east-1:123456789012:broker:ExampleMQBroker:b-b4d492efbdc3-45e3-a781-cd1a3102ecca",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MQ-Example-Function",
"LastModified": 1601927898.741,
"LastProcessingResult": "No records processed",
"State": "Creating",
"StateTransitionReason": "USER_INITIATED",
"Queues": [
"ExampleQueue"
],
"SourceAccessConfigurations": [
{
"Type": "BASIC_AUTH",
"URI": "arn:aws:secretsmanager:useast-1:123456789012:secret:ExampleMQBrokerUserPassword-xPBMTt"
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}

]

}

update-event-source-mapping コマンドを使用することで、Lambda によるバッチの処理方法や、処
理不可能なレコードの破棄時期を指定する方法など、その他のオプションを設定できます。次のコマンド
例では、イベントソースマッピングを更新して、バッチサイズを 2 にします。
aws lambda update-event-source-mapping \
--uuid 91eaeb7e-c976-1234-9451-8709db01f137 \
--batch-size 2

次のような出力が表示されます。
{

"UUID": "91eaeb7e-c976-1234-9451-8709db01f137",
"BatchSize": 2,
"EventSourceArn": "arn:aws:mq:us-east-1:123456789012:broker:ExampleMQBroker:b-b4d492efbdc3-45e3-a781-cd1a3102ecca",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MQ-Example-Function",
"LastModified": 1601928393.531,
"LastProcessingResult": "No records processed",
"State": "Updating",
"StateTransitionReason": "USER_INITIATED"
}

Lambda は、これらの設定を非同期的に更新します。このプロセスが完了するまで、出力には変更は反映
されません。get-event-source-mapping コマンドを使用して、リソースの現在のステータスを表示
します。
aws lambda get-event-source-mapping \
--uuid 91eaeb7e-c976-4939-9451-8709db01f137

次のような出力が表示されます。
{

"UUID": "91eaeb7e-c976-4939-9451-8709db01f137",
"BatchSize": 2,
"EventSourceArn": "arn:aws:mq:us-east-1:123456789012:broker:ExampleMQBroker:b-b4d492efbdc3-45e3-a781-cd1a3102ecca",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MQ-Example-Function",
"LastModified": 1601928393.531,
"LastProcessingResult": "No records processed",
"State": "Enabled",
"StateTransitionReason": "USER_INITIATED"
}

イベントソースマッピングエラー
Lambda 関数で回復不可能なエラーが発生すると、Amazon MQ コンシューマーはレコードの処理を停止
します。他のコンシューマーは、同じエラーが発生しない限り、処理を続行できます。コンシューマーが
停止した原因を特定するには、StateTransitionReason から返された詳細の EventSourceMapping
フィールドをチェックし、以下のいずれかのコードを探します。
ESM_CONFIG_NOT_VALID
イベントソースマッピングの設定が無効です。
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EVENT_SOURCE_AUTHN_ERROR
Lambda がイベントソースの認証に失敗しました。
EVENT_SOURCE_AUTHZ_ERROR
Lambda にイベントソースへのアクセス許可がありません。
FUNCTION_CONFIG_NOT_VALID
関数の設定が無効です。
レコードは、サイズが原因で Lambda が削除した場合も、未処理になります。Lambda レコードのサイズ
上限は 6 MB です。関数エラー時にメッセージを再配信するには、デッドレターキュー（DLQ）を使用し
ます。詳細については、Apache ActiveMQ ウェブサイトの Message Redelivery and DLQ Handling および
RabbitMQ ウェブサイトの Reliability Guide を参照してください。

Note
Lambda はカスタム再配信ポリシーをサポートしていません。代わりに Lambda は、Apache
ActiveMQ ウェブサイトの Redelivery Policy ページのデフォルト値のポリシーを使用
し、maximumRedeliveries は 5 に設定します。

Amazon MQ と RabbitMQ の設定パラメータ
すべての Lambda イベントソースタイプは、同じCreateEventSourceMapping (p. 927) および
UpdateEventSourceMapping (p. 1114) API オペレーションを共有しています。ただし、Amazon MQ と
RabbitMQ に適用されるのは一部のパラメータのみです。

Amazon MQ と RabbitMQ に適用されるイベントソースパラメータ
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

デフォルト

メモ

BatchSize

N

100

最大: 10,000

有効

N

true

FunctionName

Y

キュー

N

消費する Amazon MQ
ブローカーの送信先
キューの名前。

SourceAccessConfigurations
N

ActiveMQ の場
合、BASIC_AUTH 認証
情報です。RabbitMQ
の場合、BASIC_AUTH
認証情報と
VIRTUAL_HOST 情報の
両方を含めることがで
きます。
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Amazon MSK で Lambda を使用する
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) は、Apache Kafka を使ってストリーミン
グデータを処理するアプリケーションを、構築および実行することを可能にするフルマネージドサービ
スです。Amazon MSK は、Kafka を実行するクラスターのセットアップ、スケーリング、管理を簡素化
します。また、Amazon MSK を使用すると、AWS Identity and Access Management (IAM) を使って複数
のアベイラビリティーゾーンやセキュリティ向けにより簡単にアプリケーションを設定することができま
す。Amazon MSK は、Kafka の複数のオープンソースバージョンをサポートします。
Amazon MSK は、イベントソースとして Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) または Amazon
Kinesis を使用する場合と同様に動作します。Lambda は、イベントソースからの新しいメッセージを内
部的にポーリングした後、ターゲットの Lambda 関数を同期的に呼び出します。Lambda はメッセージを
バッチで読み込み、それらをイベントペイロードとして関数に提供します。最大バッチサイズは調整可能
です。(デフォルト値は 100 メッセージ)。
Amazon MSK をイベントソースとして設定する方法の例については、AWS Compute Blog の Using
Amazon MSK as an event source for AWS Lambdaを参照してください。完全なチュートリアルについて
は、「Amazon MSK Labs」(Amazon MSK ラボ) の「Amazon MSK Lambda Integration」(Amazon MSK の
Lambda 統合) を参照してください。
Kafka ベースのイベントソースの場合、Lambda はバッチ処理ウィンドウやバッチサイズなどの制御パラ
メータの処理をサポートします。詳細については、「バッチ処理動作 (p. 244)」を参照してください。
Lambda は、パーティションごとにメッセージを順番に読み込みます。Lambda は各バッチを処理した
後、そのバッチ内のメッセージのオフセットをコミットします。関数がバッチ内のいずれかのメッセージ
に対してエラーを返すと、Lambda は、処理が成功するかメッセージが期限切れになるまでメッセージの
バッチ全体を再試行します。

Note
Lambda 関数の最大タイムアウト制限は通常 15 分ですが、Amazon MSK、自己管理型 Apache
Kafka、および ActiveMQ と RabbitMQ の Amazon MQ のイベントソースマッピングでは、最大タ
イムアウト制限が 14 分の関数のみがサポートされます。この制約により、イベントソースマッピ
ングは関数エラーと再試行を適切に処理できます。
Lambda は、関数を呼び出すとき、イベントパラメータ内のメッセージのバッチを送信します。イベント
ペイロードにはメッセージの配列が含まれています。各配列項目には、Amazon MSK トピックとパーティ
ション識別子の詳細が、タイムスタンプおよび base64 でエンコードされたメッセージとともに含まれて
います。
{

"eventSource":"aws:kafka",
"eventSourceArn":"arn:aws:kafka:sa-east-1:123456789012:cluster/vpc-2priv-2pub/751d2973a626-431c-9d4e-d7975eb44dd7-2",
"bootstrapServers":"b-2.demo-cluster-1.a1bcde.c1.kafka.useast-1.amazonaws.com:9092,b-1.demo-cluster-1.a1bcde.c1.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9092",
"records":{
"mytopic-0":[
{
"topic":"mytopic",
"partition":0,
"offset":15,
"timestamp":1545084650987,
"timestampType":"CREATE_TIME",
"key":"abcDEFghiJKLmnoPQRstuVWXyz1234==",
"value":"SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
"headers":[
{
"headerKey":[

660

AWS Lambda デベロッパーガイド
MSK クラスター認証

}

}

]

}

]

}

]

104,
101,
97,
100,
101,
114,
86,
97,
108,
117,
101

トピック
• MSK クラスター認証 (p. 661)
• API アクセスと許可の管理 (p. 664)
• 認証と認可のエラー (p. 665)
• ネットワーク構成 (p. 667)
• Amazon MSK をイベントソースとして追加 (p. 667)
• Amazon MSK イベントソースの Auto Scaling (p. 669)
• Amazon CloudWatch メトリクス (p. 670)
• Amazon MSK 設定パラメータ (p. 670)

MSK クラスター認証
Lambda には、Amazon MSK クラスターにアクセスする、レコードを取得する、およびその他タスクを実
行するための許可が必要です。Amazon MSK は、MSK クラスターへのクライアントアクセスを制御する
ためのいくつかのオプションをサポートしています。
クラスターアクセスオプション
• 非認証アクセス (p. 661)
• SASL/SCRAM 認証 (p. 661)
• IAM ロールベースの認証 (p. 662)
• 相互 TLS 認証 (p. 662)
• mTLS シークレットの設定 (p. 615)
• Lambda でのブートストラップブローカーの選択方法 (p. 664)

非認証アクセス
インターネット経由でクラスターにアクセスするクライアントがない場合は、非認証アクセスを使用でき
ます。

SASL/SCRAM 認証
Amazon MSK は、Transport Layer Security (TLS) 暗号化を使用した Simple Authentication and Security
Layer/Salted Challenge Response Authentication Mechanism (SASL/SCRAM) 認証をサポートしていま
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す。Lambda がクラスターに接続できるようにするには、認証情報 (ユーザー名とパスワード) を AWS
Secrets Manager シークレットに保存します。
Secrets Manager の使用に関する詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベ
ロッパーガイド」の「AWS Secrets Manager を使用したユーザーネームとパスワードの認証」を参照して
ください。
Amazon MSK は SASL/PLAIN 認証をサポートしません。

IAM ロールベースの認証
IAM を使用して、MSK クラスターに接続するクライアントのアイデンティを認証することができま
す。MSK クラスターで IAM 認証がアクティブ化されており、認証用のシークレットを指定しない場
合、Lambda はデフォルトで自動的に IAM 認証を使用します。IAM ユーザーまたはロールベースのポ
リシーを作成してデプロイするには、IAM コンソール、または API を使用します。詳細については、
「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Developer Guide」(Amazon Managed Streaming for
Apache Kafka デベロッパーガイド) の「IAM access control」(IAM アクセスコントロール) を参照してくだ
さい。
Lambda が MSK クラスターに接続し、レコードを読み取り、その他の必要なアクションを実行できるよう
にするには、関数の実行ロール (p. 53)に以下の許可を追加します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kafka-cluster:Connect",
"kafka-cluster:DescribeGroup",
"kafka-cluster:AlterGroup",
"kafka-cluster:DescribeTopic",
"kafka-cluster:ReadData",
"kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration"
],
"Resource": [
"arn:aws:kafka:region:account-id:cluster/cluster-name/cluster-uuid",
"arn:aws:kafka:region:account-id:topic/cluster-name/cluster-uuid/topicname",
"arn:aws:kafka:region:account-id:group/cluster-name/cluster-uuid/consumergroup-id"
]
}
]
}

これらの許可は、特定のクラスター、トピック、およびグループにスコープできます。詳細については、
「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Developer Guide」(Amazon Managed Streaming for
Apache Kafka デベロッパーガイド) の「Amazon MSK Kafka actions」(Amazon MSK Kafka アクション)
を参照してください。

相互 TLS 認証
相互 TLS (mTLS) は、クライアントとサーバー間の双方向認証を提供します。クライアントは、サーバー
によるクライアントの検証のためにサーバーに証明書を送信し、サーバーは、クライアントによるサー
バーの検証のためにクライアントに証明書を送信します。
Amazon MSK の場合、Lambda がクライアントとして機能します。MSK クラスターのブローカーで
Lambda を認証するように、クライアント証明書を (Secrets Manager のシークレットとして) 設定し
ます。クライアント証明書は、サーバーのトラストストア内の CA によって署名される必要がありま
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す。MSK クラスターは、Lambda でブローカーを認証するために Lambda にサーバー証明書を送信しま
す。サーバー証明書は、AWS トラストストア内の認証局 (CA) によって署名される必要があります。
クライアント証明書を生成する方法の手順については、「Introducing mutual TLS authentication for
Amazon MSK as an event source」(イベントソースとしての Amazon MSK のための相互 TLS 認証の紹介)
を参照してください。
Amazon MSK は自己署名のサーバー証明書をサポートしません。これは、Amazon MSK のすべてのブ
ローカーが、Lambda がデフォルトで信頼する Amazon Trust Services CA によって署名されたパブリック
証明書を使用するためです。
Amazon MSK のための mTLS に関する詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
Developer Guide」(Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド) の「Mutual TLS
Authentication」(相互 TLS 認証) を参照してください。

mTLS シークレットの設定
CLIENT_CERTICATE_TLS_AUTH シークレットは、証明書フィールドとプライベートキーフィールドを必
要とします。暗号化されたプライベートキーの場合、シークレットはプライベートキーのパスワードを必
要とします。証明書とプライベートキーは、どちらも PEM 形式である必要があります。

Note
Lambda は、PBES1 (PBES2 ではありません) プライベートキー暗号化アルゴリズムをサポート
します。
証明書フィールドには、クライアント証明書で始まり、その後に中間証明書が続き、ルート証明書で終わ
る証明書のリストが含まれている必要があります。各証明書は、以下の構造を使用した新しい行で始める
必要があります。
-----BEGIN CERTIFICATE----<certificate contents>
-----END CERTIFICATE-----

Secrets Manager は最大 65,536 バイトのシークレットをサポートします。これは、長い証明書チェーンに
も十分な領域です。
プライベートキーは、以下の構造を使用した PKCS #8 形式にする必要があります。
-----BEGIN PRIVATE KEY----<private key contents>
-----END PRIVATE KEY-----

暗号化されたプライベートキーには、以下の構造を使用します。
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY----<private key contents>
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

以下は、暗号化されたプライベートキーを使用する mTLS 認証のシークレットの内容を示す例です。暗号
化されたプライベートキーの場合は、シークレットにプライベートキーのパスワードを含めます。
{

"privateKeyPassword": "testpassword",
"certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE----MIIE5DCCAsygAwIBAgIRAPJdwaFaNRrytHBto0j5BA0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
...
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j0Lh4/+1HfgyE2KlmII36dg4IMzNjAFEBZiCRoPimO40s1cRqtFHXoal0QQbIlxk
cmUuiAii9R0=
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----MIIFgjCCA2qgAwIBAgIQdjNZd6uFf9hbNC5RdfmHrzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBb
...
rQoiowbbk5wXCheYSANQIfTZ6weQTgiCHCCbuuMKNVS95FkXm0vqVD/YpXKwA/no
c8PH3PSoAaRwMMgOSA2ALJvbRz8mpg==
-----END CERTIFICATE-----",
"privateKey": "-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY----MIIFKzBVBgkqhkiG9w0BBQ0wSDAnBgkqhkiG9w0BBQwwGgQUiAFcK5hT/X7Kjmgp
...
QrSekqF+kWzmB6nAfSzgO9IaoAaytLvNgGTckWeUkWn/V0Ck+LdGUXzAC4RxZnoQ
zp2mwJn2NYB7AZ7+imp0azDZb+8YG2aUCiyqb6PnnA==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----"
}

Lambda でのブートストラップブローカーの選択方法
Lambda は、クラスターで使用可能な認証方法、および認証用のシークレットが提供されているかどうか
に基づき、ブートストラップブローカーを選択します。mTLS または SASL/SCRAM のシークレットを
指定すると、Lambda は自動的にその認証方法を選択します。シークレットを指定しない場合、Lambda
は、クラスターでアクティブ化されている中で、最も強力な認証方法を選択します。以下は、Lambda に
よるブローカー選択の優先度を、最も強力な認証から弱い認証の順に示したものです。
• mTLS (mTLS 用のシークレットを提供)
• SASL/SCRAM (SASL/SCRAM 用のシークレットを提供)
• SASL IAM (シークレットが提供されておらず、IAM 認証がアクティブ)
• 非認証の TLS (シークレットが提供されておらず、IAM 認証も非アクティブ)
• プレーンテキスト (シークレットが提供されておらず、IAM 認証と非認証 TLS の両方が非アクティブ)

Note
Lambda から最も安全なブローカータイプへの接続ができない場合でも、Lambda は別の (安全性
の低い) ブローカータイプへの接続を試行しません。安全性の低いブローカータイプを Lambda
に選択させたい場合は、クラスターが使用している、より強力な認証方法をすべて無効にしま
す。

API アクセスと許可の管理
Amazon MSK クラスターへのアクセスに加えて、関数にはさまざまな Amazon MSK API アクションを実
行するための許可が必要です。これらの許可は、関数の実行ロールに追加します。ユーザーが Amazon
MSK API アクションのいずれかにアクセスする必要がある場合は、IAM ユーザーまたはロールのアイデン
ティティポリシーに必要な許可を追加します。

Lambda 関数の実行ロールに必要な許可
Lambda 関数の実行ロール (p. 53)には、ユーザーに代わって MSK クラスターにアクセスするための以下
の許可が必要です。実行ロールに AWS 管理ポリシー AWSLambdaMSKExecutionRole を追加するか、ア
クセス許可を持つカスタムポリシーを作成して、次のアクションを実行できます。
• kafka:DescribeCluster
• kafka:DescribeClusterV2
• kafka:GetBootstrapBrokers
• ec2:CreateNetworkInterface
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• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:DescribeVpcs
• ec2:DeleteNetworkInterface
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeSecurityGroups
• logs:CreateLogGroup
• logs:CreateLogStream
• logs:PutLogEvents

Note
Lambda はこのポリシーから kafka:DescribeCluster の許可を最終的に削除する予定
です。kafka:DescribeCluster を使用しているすべてのアプリケーションは、代わりに
kafka:DescribeClusterV2 を使用するように移行する必要があります。

実行ロールへのアクセス許可の追加
IAM コンソールを使用して実行ロールに AWS マネージドポリシー AWSLambdaMSKExecutionRole を追
加するには、次の手順を実行します。

AWS 管理ポリシーを追加するには
1.

IAM コンソールの [Policies (ポリシー)] ページを開きます。

2.

検索ボックスに、ポリシー名 (AWSLambdaMSKExecutionRole) を入力します。

3.

リストからポリシーを選択して、[ポリシーアクション] の [アタッチ] を選択します。

4.

添付ポリシーページで、リストから実行ロールを選択し、[Attach policy](ポリシーの添付) を選択しま
す。

IAM ポリシーを使用したユーザーアクセスの許可
デフォルトで、IAM ユーザーとロールには Amazon MSK API 操作を実行する許可がありません。組織ま
たはアカウント内のユーザーにアクセス権を付与するには、アイデンティティベースのポリシーを追加ま
たは更新することができます。詳細については、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッ
パーガイドの Amazon MSK Identity-Based Policy Examples を参照してください。

SASL/SCRAM 認証の使用
Amazon MSK は、TLS 暗号化を使用した Simple Authentication and Security Layer/Salted Challenge
Response Authentication Mechanism (SASL/SCRAM) 認証をサポートしています。AWS Secrets Manager
シークレットを使用してユーザー名とパスワード認証を設定することで、Amazon MSK クラスターへのア
クセスを制御することができます。詳細については、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベ
ロッパーガイドの Username and password authentication with AWS Secrets Manager を参照してくださ
い。
Amazon MSK は SASL/PLAIN 認証をサポートしておりませんので注意してください。

認証と認可のエラー
Amazon MSK クラスターからのデータを消費するために必要な許可のいずれかが欠落している場
合、Lambda は [LastProcessingResult] のイベントソースマッピングに以下のエラーメッセージのいずれ
かを表示します。
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エラーメッセージ
• クラスターが Lambda の認可に失敗した (p. 666)
• SASL 認証に失敗した (p. 666)
• Server failed to authenticate Lambda (サーバーが Lambda の認証に失敗しました) (p. 666)
• Provided certificate or private key is invalid (提供された証明書またはプライベートキーが無効で
す) (p. 667)

クラスターが Lambda の認可に失敗した
SALS/SCRAM または mTLS の場合、このエラーは、指定されたユーザーが以下の必要とされる Kafka ア
クセスコントロールリスト (ACL) 許可のすべてを持っていないことを示します。
• DescribeConfigs クラスター
• グループを記述する
• グループを読み取る
• トピックを記述する
• トピックを読み取る
IAM アクセスコントロールの場合、関数の実行ロールにグループまたはトピックへのアクセスに必要な許
可が 1 つ、または複数不足しています。「the section called “ IAM ロールベースの認証” (p. 662)」で、
必要な許可のリストを確認してください。
必要な Kafka クラスター許可を使用して Kafka ACL または IAM ポリシーのいずれかを作成するときは、
リソースとしてトピックとグループを指定します。トピック名は、イベントソースマッピングのトピック
と一致する必要があります。グループ名は、イベントソースマッピングの UUID と一致する必要がありま
す。
必要な許可を実行ロールに追加した後は、変更が有効になるまで数分間かかる場合があります。

SASL 認証に失敗した
SASL/SCRAM の場合、このエラーは指定されたユーザー名とパスワードが無効であることを示します。
IAM アクセスコントロールの場合、実行ロールに MSK クラスターに対する kafka-cluster:Connect
許可がありません。この許可をロールに追加して、クラスターの Amazon リソースネーム (ARN) をリソー
スとして指定します。
このエラーは断続的に発生する場合があります。クラスターは、TCP 接続の数が Amazon MSK サービ
スクォータを超過すると、接続を拒否します。Lambda は接続に成功するまでバックオフし、再試行し
ます。Lambda がクラスターに接続してレコードをポーリングすると、最後の処理結果が OK に変わりま
す。

Server failed to authenticate Lambda (サーバーが Lambda の認証
に失敗しました)
このエラーは、Amazon MSK Kafka ブローカーが Lambda の認証に失敗したことを示します。このエラー
は、以下が原因で発生する可能性があります。
• mTLS 認証用のクライアント証明書を提供していない。
• クライアント証明書を提供したが、ブローカーが mTLS を使用するように設定されていない。
• クライアント証明書がブローカーに信頼されていない。

666

AWS Lambda デベロッパーガイド
ネットワーク構成

Provided certificate or private key is invalid (提供された証明書ま
たはプライベートキーが無効です)
このエラーは、Amazon MSK コンシューマーが提供された証明書またはプライベートキーを使用できな
かったことを示します。証明書とキーが PEM 形式を使用しており、プライベートキーの暗号化が PBES1
アルゴリズムを使用していることを確認してください。

ネットワーク構成
Lambda は、Amazon MSK クラスターに関連付けられている Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
リソースにアクセスできる必要があります。Lambda と AWS Security Token Service (AWS STS) に AWS
PrivateLink VPC エンドポイントをデプロイすることをお勧めします。ポーラーは Lambda 関数に関連付
けられた実行ロールを引き受けるため、AWS STS にアクセスする必要があります。Lambda は関数を呼
び出すため、Lambda VPC エンドポイントにアクセスする必要があります。ブローカーに Lambda を認証
するために Secrets Manager のシークレットを設定した場合、Secrets Manager 用に VPC エンドポイン
トのデプロイも行ってください。
または、MSK クラスターに関連付けられた VPC で、パブリックサブネットごとに 1 つの NAT ゲート
ウェイが含まれていることを確認します。詳細については、「VPC に接続した関数のインターネットアク
セスとサービスアクセス (p. 203)」を参照してください。
Amazon VPC セキュリティグループは、少なくとも以下のルールを使用して設定してください。
• インバウンドルール – イベントソースに指定されたセキュリティグループに対して、Amazon MSK ブ
ローカーポート (プレーンテキストの場合は 9092、TLS の場合は 9094、SASL の場合は 9096、IAM の
場合は 9098) 上のすべてのトラフィックを許可します。
• アウトバウンドルール – すべての送信先に対して、ポート 443 上のすべてのトラフィックを許可しま
す。イベントソースに指定されたセキュリティグループに対して、Amazon MSK ブローカーポート (プ
レーンテキストの場合は 9092、TLS の場合は 9094、SASL の場合は 9096、IAM の場合は 9098) 上のす
べてのトラフィックを許可します。
• NAT ゲートウェイの代わりに VPC エンドポイントを使用している場合は、その VPC エンドポイントに
関連付けられたセキュリティグループが、イベントソースのセキュリティグループからのポート 443 上
のすべてのインバウンドトラフィックを許可する必要があります。

Note
Amazon VPC の設定は、Amazon MSK API を使用して検出できます。create-event-sourcemapping コマンドを使用してセットアップ中に設定する必要はありません。
ネットワークの設定方法の詳細については、AWS Compute Blog の Setting up AWS Lambda with an
Apache Kafka cluster within a VPC を参照してください。

Amazon MSK をイベントソースとして追加
イベントソースマッピング (p. 243)を作成するには、Amazon MSK を、Lambda コンソール、AWSSDK、
またはAWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して Lambda 関数のトリガー (p. 12)として追加
します。Amazon MSK をトリガーとして追加すると、Lambda は Lambda 関数用の VPC 設定ではな
く、Amazon MSK クラスター用の VPC 設定を引き受けることに注意してください。
このセクションでは、Lambda コンソールと AWS CLI を使用してイベントソースマッピングを作成する方
法について説明します。

前提条件
• Amazon MSK クラスターと Kafka トピック 詳細については、Amazon Managed Streaming for Apache
Kafka デベロッパーガイドの Getting Started Using Amazon MSK を参照してください。
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• MSK クラスターが使用する AWS リソースにアクセスするための許可を持つ実行ロール (p. 53)。

カスタマイズ可能なコンシューマーグループ ID
Kafkaをイベントソースとして設定する場合、コンシューマーグループIDを指定できます。このコンシュー
マーグループ ID は、Lambda 関数を結合したい Kafka コンシューマーグループの既存の識別子です。この
機能を使用すると、実行中の Kafka レコード処理設定を他のコンシューマーから Lambda にシームレスに
移行できます。
コンシューマーグループ ID を指定し、そのコンシューマーグループ内に他のアクティブなポーラーが存在
する場合、Kafka はすべてのコンシューマーにメッセージを配信します。言い換えると、Lambda は Kafka
トピックのメッセージをすべて受け取るわけではありません。Lambda にトピック内のすべてのメッセー
ジを処理させたい場合は、そのコンシューマーグループの他のポーラーをすべてオフにします。
さらに、コンシューマーグループ ID を指定し、Kafka が同じ ID を持つ有効な既存のコンシューマーグ
ループを見つけた場合、Lambda は、イベントソースマッピングの StartingPosition パラメーターを
無視します。代わりに、Lambda はコンシューマーグループのコミットされたオフセットに従ってレコー
ドの処理を開始します。コンシューマーグループ ID を指定しても、Kafka が既存のコンシューマーグルー
プを見つけられない場合、Lambda は指定された StartingPosition を使用してイベントソースを設定
します。
指定するコンシューマーグループ ID は、すべての Kafka イベントソースの中で一意でなければなりませ
ん。コンシューマーグループ ID を指定して Kafka イベントソースマッピングを作成した後は、この値を
更新することはできません。

Amazon MSK トリガーの追加 (コンソール)
Amazon MSK クラスターと Kafka トピックを Lambda 関数のトリガーとして追加するには、次の手順を
実行します。

Amazon MSK トリガーをLambda 関数 (コンソール) に追加するには
1.

Lambda コンソールの [Functions (関数)] ページを開きます。

2.

Lambda 関数の名前を選択します。

3.

[機能の概要] で、[トリガーを追加] を選択します。

4.

[Trigger configuration] (トリガー設定) で次の操作を実行します。
a.

MSKトリガータイプを選択します。

b.

[MSK cluster] (MSK クラスター) で、クラスターを選択します。

c.

[Batch size] (バッチサイズ) で、単一バッチで取得されるメッセージの最大数を設定します。

d.

バッチウィンドウ では、Lambda が関数を呼び出すまで費やすレコード収集の最大時間 (秒) を入
力します。

e.

[Topic name] (トピック名)に、Kafka トピックの名前を入力します。

f.

(オプション) コンシューマーグループ ID で、参加する Kafka コンシューマーグループの ID を入
力します。

g.

(オプション) [Starting position] (開始位置) で、[Latest] (最新) をクリックし、最新のレコードから
ストリームの読み込みを開始します。または [Trim horizon] (水平トリム) を選択し、利用可能な最
も早いレコードから開始します。

h.

(オプション) [Authentication] (認証) で、MSK クラスターのブローカーで認証するためのシーク
レットキーを選択します。

i.

テスト用に無効状態のトリガーを作成する (推奨) には、[Enable trigger] (トリガーを有効にする)
を解除します。または、トリガーをすぐに有効にするには、[Enable trigger] (トリガーを有効にす
る) を選択します。
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5.

トリガーを追加するには、[Add] (追加) を選択します。

Amazon MSK トリガーの追加 (AWS CLI)
Lambda 関数の Amazon MSK トリガーを作成および表示するには、次の例の AWS CLI コマンドを使用し
ます。

AWS CLI を使用したトリガーの作成
次の例では、create-event-source-mapping AWS CLI コマンドを使用して、Lambda 関数 mykafka-function を、Kafka トピック AWSKafkaTopic にマップします。トピックの開始位置は
LATEST に設定します。
aws lambda create-event-source-mapping \
--event-source-arn arn:aws:kafka:us-west-2:arn:aws:kafka:us-west-2:111111111111:cluster/
my-cluster/fc2f5bdf-fd1b-45ad-85dd-15b4a5a6247e-2 \
--topics AWSKafkaTopic \
--starting-position LATEST \
--function-name my-kafka-function

詳細については、API リファレンスドキュメント CreateEventSourceMapping (p. 927) を参照してくださ
い。

AWS CLI を使用したステータスの表示
次の例では、get-event-source-mapping AWS CLI コマンドを使用して、作成したイベントソース
マッピングのステータスを記述します。
aws lambda get-event-source-mapping \
--uuid 6d9bce8e-836b-442c-8070-74e77903c815

Amazon MSK イベントソースの Auto Scaling
初めて Amazon MSK イベントソースを作成するときは、Lambda が Kafka トピック内のすべてのパー
ティションを処理するために 1 つのコンシューマーを割り当てます。各コンシューマーには、増加した
ワークロードを処理するために同時実行される複数のプロセッサがあります。さらに、Lambda は、ワー
クロードに基づいてコンシューマーの数を自動的にスケールアップまたはスケールダウンします。各パー
ティションでメッセージの順序を保つため、コンシューマーの最大数は、トピック内のパーティションあ
たり 1 つとなっています。
Lambda は、1 分間隔でトピック内のすべてのパーティションのコンシューマーオフセット遅延を評価し
ます。遅延が大きすぎる場合、パーティションは Lambda で処理可能な速度よりも速い速度でメッセージ
を受信します。必要に応じて、Lambda はトピックにコンシューマーを追加するか、またはトピックから
コンシューマーを削除します。コンシューマーを追加または削除するスケーリングプロセスは、評価から
3 分以内に行われます。
ターゲットの Lambda 関数がオーバーロードすると、Lambda はコンシューマーの数を減らします。この
アクションにより、コンシューマーが取得し関数に送信するメッセージの数が減り、関数への負荷が軽減
されます。
Kafka トピックのスループットをモニタリングするには、関数がレコードを処理する間に Lambda が発行
するオフセット遅延メトリクス (p. 670)を表示してください。
いくつの関数呼び出しが並行して発生しているかを確認するときは、関数の同時実行メトリク
ス (p. 746)も監視します。
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Amazon CloudWatch メトリクス
Lambda は、関数がレコードを処理している間に OffsetLag メトリクスを発行します。このメトリクス
の値は、Kafka イベントソーストピックに書き込まれた最後のレコードと関数のコンシューマグループが
処理した最後のレコードの間のオフセットの差分です。レコードが追加されてからコンシューマグループ
がそれを処理するまでのレイテンシーを見積もるには、OffsetLag を使用できます。
OffsetLag の増加傾向は、関数のコンシューマグループに問題があることを示している可能性がありま
す。詳細については、「Lambda 関数のメトリクスの使用 (p. 744)」を参照してください。

Amazon MSK 設定パラメータ
すべての Lambda イベントソースタイプは、同じCreateEventSourceMapping (p. 927) および
UpdateEventSourceMapping (p. 1114) API オペレーションを共有しています。ただし、Amazon MSK に
適用されるのは一部のパラメータのみです。

Amazon MSK に適用されるイベントソースパラメータ
Parameter

[Required] (必須)

デフォルト

メモ

AmazonManagedKafkaEventSourceConfig
N

ConsumerGroupID
フィールドを含み、デ
フォルトでは一意の値
になっています。

作成時にのみ設定可能

BatchSize

N

100

最大: 10,000

有効

N

有効

EventSourceArn

Y

FunctionName

Y

作成時にのみ設定可能

SourceAccessConfigurations
N

StartingPosition

認証情報なし

Y

イベントソー
ス用の、SASL/
SCRAM あるいは
CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH
(MutualTLS) の認証情報
TRIM_HORIZON または
LATEST
作成時にのみ設定可能

トピック

Y

カフカのトピック名
作成時にのみ設定可能
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Amazon RDS で AWS Lambda 使用する
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベースからのイベント通知を処理するに
は、AWS Lambda を使用します。Amazon RDS は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
トピックに通知を送信します。このトピックは Lambda 関数を呼び出すように設定することができま
す。Amazon SNS は、Amazon RDS からのメッセージを独自のイベントドキュメントにラップし、これを
関数に送信します。

Example Amazon SNS イベントでの Amazon RDS メッセージ
{

"Records": [
{
"EventVersion": "1.0",
"EventSubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:rds-lambda:21be56eda058-49f5-8c98-aedd2564c486",
"EventSource": "aws:sns",
"Sns": {
"SignatureVersion": "1",
"Timestamp": "2019-01-02T12:45:07.000Z",
"Signature": "tcc6faL2yUC6dgZdmrwh1Y4cGa/ebXEkAi6RibDsvpi+tE/1+82j...65r==",
"SigningCertUrl": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-ac565b8b1a6c5d002d285f9598aa1d9b.pem",
"MessageId": "95df01b4-ee98-5cb9-9903-4c221d41eb5e",
"Message": "{\"Event Source\":\"db-instance\",\"Event Time\":\"2019-01-02
12:45:06.000\",\"Identifier Link\":\"https://console.aws.amazon.com/rds/home?region=euwest-1#dbinstance:id=dbinstanceid\",\"Source ID\":\"dbinstanceid\",\"Event ID\":\"http://
docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_Events.html#RDS-EVENT-0002\",
\"Event Message\":\"Finished DB Instance backup\"}",
"MessageAttributes": {},
"Type": "Notification",
"UnsubscribeUrl": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:testlambda:21be56ed-a058-49f5-8c98-aedd2564c486",
"TopicArn":"arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:sns-lambda",
"Subject": "RDS Notification Message"
}
}
]
}

トピック
• チュートリアル: Amazon VPC の Amazon RDS にアクセスする Lambda 関数の設定 (p. 671)
• 関数の設定 (p. 675)

チュートリアル: Amazon VPC の Amazon RDS にア
クセスする Lambda 関数の設定
このチュートリアルでは、以下の作業を行います。
• デフォルトの Amazon VPC で、Amazon RDS MySQL データベースエンジンのインスタンスを起動しま
す。この MySQL インスタンスで、サンプルテーブル (Employee) を含むデータベース (ExampleDB) を
作成します。Amazon RDS の詳細については、Amazon RDS を参照してください。
• ExampleDB データベースにアクセスし、テーブル (Employee) を作成し、少数のレコードを追加し、
テーブルからレコードを取得するための Lambda 関数を作成します。
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• Lambda 関数を呼び出し、クエリの結果を確認します。これは、VPC の RDS MySQL インスタンスに
Lambda 関数がアクセスできたことを確認する方法です。
Amazon VPC で Lambda を使用する方法の詳細については、VPC 内のリソースにアクセスするように
Lambda 関数を設定する (p. 197) を参照してください。

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。

実行ロールを作成する
AWS リソースにアクセスするためのアクセス権限を関数に付与する実行ロール (p. 53)を作成します。

実行ロールを作成するには
1.

IAM コンソールの [roles page (ロールページ)] を開きます。

2.
3.

[ロールの作成] を選択します。
次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ – Lambda
• アクセス許可 - AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
• ロール名 - lambda-vpc-role

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole には、VPC へのネットワーク接続を管理するために関数が必要と
するアクセス許可があります。

Amazon RDS データベースインスタンスの作成
このチュートリアルでは、サンプルの Lambda 関数でテーブル (Employee) を作成し、少数のレコードを
挿入して、そのレコードを取得します。Lambda 関数で作成されるテーブルのスキーマは、次のとおりで
す。
Employee(EmpID, Name)

EmpID はプライマリキーです。ここで、このテーブルに少数のレコードを追加する必要があります。
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まず、デフォルトの VPC で ExampleDB データベースを指定して RDS MySQL インスタンスを起動しま
す。デフォルトの VPC で既に RDS MySQL インスタンスが実行中であれば、この手順をスキップしてく
ださい。
RDS MySQL インスタンスは、次のいずれかの方法を使用して起動できます。
• Amazon RDS ユーザーガイドの MySQL DB インスタンスを作成して MySQL DB インスタンスのデータ
ベースに接続する に記載されている手順に従います。
• 次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws rds create-db-instance --db-name ExampleDB --engine MySQL \
--db-instance-identifier MySQLForLambdaTest --backup-retention-period 3 \
--db-instance-class db.t2.micro --allocated-storage 5 --no-publicly-accessible \
--master-username username --master-user-password password

データベース名、ユーザー名、およびパスワードをメモします。DB インスタンスのホストアドレス (エン
ドポイント) も必要です。この情報は、RDS コンソールから取得できます。インスタンスのステータスが
使用可能になり、エンドポイント値がコンソールに表示されるまで、待つ必要があります。

デプロイパッケージを作成する
次の例の Python コードでは、VPC に作成した MySQL RDSインスタンスの Employee テーブルに対して
SELECT クエリを実行します。コードでは ExampleDB データベースにテーブルを作成し、サンプルレ
コードを追加して、これらのレコードを取得します。
データベースの認証情報を処理する次の方法は、説明のみを目的としています。実稼働環境では、環境
変数の代わりに AWS Secrets Manager を使用してデータベースの認証情報を保存することが推奨されま
す。詳細については、Lambda 関数のデータベースアクセスの設定を参照してください。

Example app.py
import sys
import logging
import rds_config
import pymysql
#rds settings
rds_host = "rds-instance-endpoint"
name = rds_config.db_username
password = rds_config.db_password
db_name = rds_config.db_name
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
try:

conn = pymysql.connect(host=rds_host, user=name, passwd=password, db=db_name,
connect_timeout=5)
except pymysql.MySQLError as e:
logger.error("ERROR: Unexpected error: Could not connect to MySQL instance.")
logger.error(e)
sys.exit()
logger.info("SUCCESS: Connection to RDS MySQL instance succeeded")
def handler(event, context):
"""
This function fetches content from MySQL RDS instance
"""
item_count = 0
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with conn.cursor() as cur:
cur.execute("create table Employee ( EmpID int
NULL, PRIMARY KEY (EmpID))")
cur.execute('insert into Employee (EmpID, Name)
cur.execute('insert into Employee (EmpID, Name)
cur.execute('insert into Employee (EmpID, Name)
conn.commit()
cur.execute("select * from Employee")
for row in cur:
item_count += 1
logger.info(row)
#print(row)
conn.commit()

NOT NULL, Name varchar(255) NOT
values(1, "Joe")')
values(2, "Bob")')
values(3, "Mary")')

return "Added %d items from RDS MySQL table" %(item_count)

ハンドラの外部で pymysql.connect() を実行すると、関数がデータベース接続を再利用できるように
なるため、パフォーマンスが向上します。
2 番目のファイルには、関数の接続情報が含まれています。

Example rds_config.py
#config file containing credentials for RDS MySQL instance
db_username = "username"
db_password = "password"
db_name = "ExampleDB"

デプロイパッケージは、Lambda 関数のコードと依存関係とを含む .zip ファイルです。サンプル関数コー
ドには、以下の依存関係があります。

依存関係
• pymysql - Lambda 関数のコードでは、MySQL インスタンスにアクセスするためにこのライブラリが使
用されます (PyMySQL を参照)。

デプロイパッケージを作成するには
• Pip で依存関係をインストールし、デプロイメントパッケージを作成します。手順については、.zip ファ
イルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339) を参照してください。

Lambda 関数を作成する
create-function コマンドを使用して Lambda 関数を作成します。デフォルト VPC 用のサブネット ID
やセキュリティグループ ID は、Amazon VPC コンソールで見つけることができます。
aws lambda create-function --function-name CreateTableAddRecordsAndRead --runtime
python3.8 \
--zip-file fileb://app.zip --handler app.handler \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-vpc-role \
--vpc-config SubnetIds=subnet-0532bb6758ce7c71f,subnetd6b7fda068036e11f,SecurityGroupIds=sg-0897d5f549934c2fb

Lambda 関数をテストする
このステップでは、invoke コマンドを使用して Lambda 関数を手動で呼び出します。Lambda 関数が実
行されると、RDS MySQL インスタンスの Employee テーブルに対して SELECT クエリが実行され、結果
が出力されます (CloudWatch Logs にも送られます)。
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1.

invoke コマンドを使用して Lambda 関数を呼び出します。
aws lambda invoke --function-name CreateTableAddRecordsAndRead output.txt

2.

Lambda 関数が正常に実行されたことを、次のように確認します。
• output.txt ファイルを確認します。
• AWS Lambda コンソールで結果を確認します。
• CloudWatch Logs で結果を確認します。

これで、VPC 内のデータベースにアクセスする Lambda 関数が作成され、イベントへの応答として、この
関数を呼び出せるようになりました。イベントソースの設定と例については、「」を参照してください他
のサービスで AWS Lambda を使用する (p. 509)

リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

作成した関数を選択します。

3.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。

4.

[削除] を選択します。

実行ロールを削除するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.

作成した実行ロールを選択します。

3.

[ロールの削除] を選択します。

4.

[はい、削除します] を選択します。

MySQL DB インスタンスを削除するには
1.

Amazon RDS コンソールの [Databases] (データベース) ページを開きます。

2.

作成したデータベースを選択します。

3.

[ Actions] で、[Delete ] を選択します。

4.

[Create final snapshot] (最終スナップショットの作成) のチェックボックスをオフにします。

5.

テキストボックスに「delete me」と入力します。

6.

[削除] を選択します。

関数の設定
次のセクションは、このチュートリアルの一部として推奨する追加の設定とトピックです。
• 同時に実行される関数インスタンスが多すぎると、1 つ以上のインスタンスがデータベース接続を取
得できない場合があります。予約された同時実行数を使用して、関数の最大同時実行数を制限できま
す。予約された同時実行数を、データベース接続の数よりも少なく設定します。予約された同時実行数
は、この関数のインスタンスも予約します。これは最適でない場合があります。アプリケーションから
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Lambda 関数を呼び出す場合は、同時インスタンスの数を制限するコードを記述することをお勧めしま
す。詳細については、「Lambda 関数の同時実行数の管理」を参照してください。
• 通知を送信するように Amazon RDS データベースを構成する方法の詳細については、Amazon RDS イ
ベント通知の使用を参照してください。
• Amazon SNS をトリガーとして使用する方法の詳細については、Amazon SNS でのAWS Lambdaの使
用 (p. 704) を参照してください。
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Amazon S3 での AWS Lambda の使用
Amazon Simple Storage Service からのイベント通知は、Lambda を使用して処理することができま
す。Amazon S3 は、オブジェクトを作成または削除するときに、イベントを Lambda 関数に送信できま
す。バケットの通知設定を構成し、関数のリソースベースのアクセス許可ポリシーで関数を呼び出すため
のアクセス許可を Amazon S3 に付与します。

Warning
Lambda 関数で使用するバケットが、その関数をトリガーするのと同じバケットである場合、関
数はループで実行される可能性があります。たとえば、オブジェクトがアップロードされるたび
にバケットで関数をトリガーし、その関数によってオブジェクトがバケットにアップロードされ
ると、その関数によって間接的にその関数自体がトリガーされます。これを回避するには、2 つ
のバケットを使用するか、受信オブジェクトで使用されるプレフィックスにのみ適用されるよう
にトリガーを設定します。
Amazon S3 は、オブジェクトに関する詳細を含むイベントで非同期に (p. 235)関数を呼び出します。次の
例は、デプロイパッケージが Amazon S3 にアップロードされたときに Amazon S3 から送信されたイベン
トを示しています。

Example Amazon S3 の通知イベント
{

"Records": [
{
"eventVersion": "2.1",
"eventSource": "aws:s3",
"awsRegion": "us-east-2",
"eventTime": "2019-09-03T19:37:27.192Z",
"eventName": "ObjectCreated:Put",
"userIdentity": {
"principalId": "AWS:AIDAINPONIXQXHT3IKHL2"
},
"requestParameters": {
"sourceIPAddress": "205.255.255.255"
},
"responseElements": {
"x-amz-request-id": "D82B88E5F771F645",
"x-amz-id-2":
"vlR7PnpV2Ce81l0PRw6jlUpck7Jo5ZsQjryTjKlc5aLWGVHPZLj5NeC6qMa0emYBDXOo6QBU0Wo="
},
"s3": {
"s3SchemaVersion": "1.0",
"configurationId": "828aa6fc-f7b5-4305-8584-487c791949c1",
"bucket": {
"name": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"ownerIdentity": {
"principalId": "A3I5XTEXAMAI3E"
},
"arn": "arn:aws:s3:::lambda-artifacts-deafc19498e3f2df"
},
"object": {
"key": "b21b84d653bb07b05b1e6b33684dc11b",
"size": 1305107,
"eTag": "b21b84d653bb07b05b1e6b33684dc11b",
"sequencer": "0C0F6F405D6ED209E1"
}
}
}
]

}
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関数を呼び出すには、Amazon S3 には、関数のリソースベースのポリシー (p. 69)によるアクセス許可が
必要です。Lambda コンソールで Amazon S3 トリガーを設定すると、バケット名とアカウント ID が一
致した場合に Amazon S3 で関数を呼び出せるように、コンソールでリソースベースのポリシーが変更さ
れます。Amazon S3 の通知を設定する場合は、Lambda API を使用してこのポリシーを更新します。ま
た、Lambda API を使用して、別のアカウントにアクセス許可を付与したり、指定されたエイリアスへの
アクセス許可を制限したりできます。
関数で AWS SDK を使用して Amazon S3 リソースを管理する場合は、その実行ロール (p. 53)にも
Amazon S3 のアクセス許可が必要です。
トピック
• チュートリアル: Amazon S3 トリガーを使用して Lambda 関数を呼び出す (p. 678)
• チュートリアル: Amazon S3 トリガーを使用してサムネイル画像を作成する (p. 683)
• AWS SAMAmazon S3 アプリケーションの テンプレート (p. 696)

チュートリアル: Amazon S3 トリガーを使用して
Lambda 関数を呼び出す
このチュートリアルでは、コンソールを使用して Lambda 関数を作成し、Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) のトリガーを設定します。トリガーは、Amazon S3 バケットにオブジェクトを追加するたび
に関数を呼び出します。
サムネイルイメージ作成のするチュートリアル (p. 683)を試す前に、このコンソールベースのチュートリ
アルを完了することをお勧めします。

前提条件
Lambda および他の AWS のサービスを使用するには、AWS アカウントが必要です。アカウントをお持ち
でない場合は、aws.amazon.com にアクセスし、[Create an AWS Account] (アカウントを作成する) を選
択します。この手順については、「How do I create and activate a new AWS account? (新規アカウントを
作成してアクティベートする方法を教えてください)」を参照してください。
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。

バケットを作成し、サンプルオブジェクトをアップロードする
Amazon S3 バケットを作成し、新しいバケットにテストファイルをアップロードします。コンソールから
関数をテストするときに、Lambda 関数はこのファイルに関する情報を取得します。

コンソールを使用して Amazon S3 バケットを作成するには
1.
2.
3.

Amazon S3 コンソールを開きます。
[バケットを作成する] を選択します。
[全般設定] で、次の操作を行います。
a.
b.

4.

[バケット名] に、一意の名前を入力します。
[AWS リージョン] で、リージョンを選択します。Lambda 関数をは同じリージョンで作成する必
要があることにご注意ください。
[バケットを作成する] を選択します。

バケットを作成すると Amazon S3 で [Buckets] (バケット) ページが開き、現在のリージョンのアカウント
にあるすべてのバケットが一覧表示されます。
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Amazon S3 コンソールを使用してテストオブジェクトをアップロードするには
1.

Amazon S3 コンソールの [Buckets] (バケット) ページで、作成したバケットの名前を選択します。

2.

[オブジェクト] タブで、[アップロード] を選択します。

3.

テストファイルをローカルマシンから [アップロード] ページにドラッグします。

4.

[Upload (アップロード)] を選択します。

Lambda 関数を作成する
関数の設計図 (p. 20)を使用して Lambda 関数を作成します。設計図には、Lambda を 他の AWS サービ
スで使用する方法を示す、サンプルの関数が用意されています。また、設計図には、特定のランタイム
用のサンプルコードと関数設定プリセットが含まれています。このチュートリアルでは、Node.js または
Python ランタイムの設計図を選択できます。

コンソールで設計図から Lambda 関数を作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

[Create function] を選択します。

3.

[Create function (関数の作成)] ページで、[Blueprints (設計図)] を選択します。

4.

[設計図] で、検索ボックスに「s3」と入力します。

5.

検索結果で、次のいずれかの操作を行います。
• Node.js 関数の場合は、[s3-get-object] を選択します。
• Python 関数の場合は、[s3-get-object-python] を選択します。

6.

[Configure] を選択します。

7.

[基本的な情報] で、以下の作業を行います。

8.

a.

[関数名] に「my-s3-function」と入力します。

b.

[実行ロール] ドロップダウンリストで、[AWS ポリシーテンプレートから新しいロールを作成] を
選択します。

c.

[ロール名] に「my-s3-function-role」と入力します。

[S3 トリガー] で、以前に作成した S3 バケットを選択します。
Lambda コンソールを使用して S3 トリガーを設定すると、コンソールは、関数のリソースベースの
ポリシー (p. 69)を、Amazon S3 が関数を呼び出せるように変更します。

9.

[Create function] を選択します。

関数コードを確認する
Lambda 関数は、受信したイベントパラメータから、ソース S3 バケット名とアップロードされたオブ
ジェクトのキー名を取得します。この関数は Amazon S3 getObject API を使用して、オブジェクトのコ
ンテンツタイプを取得します。
Lambda コンソールで関数を表示している間、 [Code source] (コードソース) の下の [Code] (コード) タブ
で関数コードを確認できます。コード は次のようになります。
Node.js

Example index.js
console.log('Loading function');
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const aws = require('aws-sdk');
const s3 = new aws.S3({ apiVersion: '2006-03-01' });
exports.handler = async (event, context) => {
//console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
// Get the object from the event and show its content type
const bucket = event.Records[0].s3.bucket.name;
const key = decodeURIComponent(event.Records[0].s3.object.key.replace(/\+/g, ' '));
const params = {
Bucket: bucket,
Key: key,
};
try {
const { ContentType } = await s3.getObject(params).promise();
console.log('CONTENT TYPE:', ContentType);
return ContentType;
} catch (err) {
console.log(err);
const message = `Error getting object ${key} from bucket ${bucket}. Make sure
they exist and your bucket is in the same region as this function.`;
console.log(message);
throw new Error(message);
}
};

Python

Example lambda-function.py
import json
import urllib.parse
import boto3
print('Loading function')
s3 = boto3.client('s3')
def lambda_handler(event, context):
#print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))
# Get the object from the event and show its content type
bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
key = urllib.parse.unquote_plus(event['Records'][0]['s3']['object']['key'],
encoding='utf-8')
try:
response = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key)
print("CONTENT TYPE: " + response['ContentType'])
return response['ContentType']
except Exception as e:
print(e)
print('Error getting object {} from bucket {}. Make sure they exist and your
bucket is in the same region as this function.'.format(key, bucket))
raise e

コンソールでテストする
サンプルの Amazon S3 イベントデータを使用して手動で Lambda 関数を呼び出します。
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コンソールを使用して Lambda 関数をテストします。
1.

[Code source] (コードソース) の下の [Code] (コード) タブで、[Test] (テスト) の横にある矢印を選択
し、ドロップダウンリストから [Configure test events] (テストイベントの設定) を選択します。

2.

[テストイベントの設定] ページで、以下の操作を行います。
a.

[Create new test event] を選択します。

b.

[イベントテンプレート] で、[Amazon S3 Put (s3-put)] を選択します。

c.

[イベント名] には、テストイベントの名前を入力します。例えば、mys3testevent です。

d.

テストイベント JSON で、S3 バケット名 (example-bucket) とオブジェクトキー (test/key)
をバケット名とテストファイル名に置き換えます。テストイベントは、次のようになります。
{

"Records": [
{
"eventVersion": "2.0",
"eventSource": "aws:s3",
"awsRegion": "us-west-2",
"eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
"eventName": "ObjectCreated:Put",
"userIdentity": {
"principalId": "EXAMPLE"
},
"requestParameters": {
"sourceIPAddress": "127.0.0.1"
},
"responseElements": {
"x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789",
"x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklambdaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH"
},
"s3": {
"s3SchemaVersion": "1.0",
"configurationId": "testConfigRule",
"bucket": {
"name": "my-s3-bucket",
"ownerIdentity": {
"principalId": "EXAMPLE"
},
"arn": "arn:aws:s3:::example-bucket"
},
"object": {
"key": "HappyFace.jpg",
"size": 1024,
"eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef",
"sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901"
}
}
}
]
}

e.
3.

[Create] を選択します。

テストイベントで関数を呼び出すには、[コードソース] で [テスト] を選択します。
[実行結果] タブには、次のような応答、関数ログ、リクエスト ID が表示されます。
Response
"image/jpeg"
Function Logs
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START RequestId: 12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6 Version: $LATEST
2021-02-18T21:40:59.280Z 12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6 INFO INPUT BUCKET AND
KEY: { Bucket: 'my-s3-bucket', Key: 'HappyFace.jpg' }
2021-02-18T21:41:00.215Z 12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6 INFO CONTENT TYPE: image/
jpeg
END RequestId: 12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6
REPORT RequestId: 12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6 Duration: 976.25 ms Billed
Duration: 977 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 90 MB Init Duration: 430.47 ms
Request ID
12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6

S3 トリガーでテストする
Amazon S3 ソースバケットにファイルをアップロードするときに、関数を呼び出します。

S3 トリガーを使用して Lambda 関数をテストするには
1.

Amazon S3 コンソールの [Buckets] (バケット) ページで、前に作成したソースバケットの名前を選択
します。

2.

[Upload] (アップロード) ページで、いくつかの .jpg または .png イメージファイルをバケットにアップ
ロードします。
Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

3.
4.
5.

6.

関数の名前 (my-s3-function) を選択します。
[Monitor] (モニタリング) タブを選択し、アップロードしたファイルごとに関数が 1 回実行されたこと
を確認します。このページでは、Lambda から CloudWatch に送信されるメトリクスのグラフが表示
されます。[Invocations] (呼び出し) グラフ内のカウント数は、Amazon S3 バケットにアップロードし
たファイルの数と一致している必要があります。

これらのグラフの詳細Lambda コンソールでの関数のモニタリング (p. 736)を参照してください。
(オプション) CloudWatch コンソールでログを表示するには、[View logs in CloudWatch] (CloudWatch
でログを表示) を選択します。ログストリームを選択して、関数呼び出しの 1 つのログ出力を表示し
ます。

リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。
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Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.

作成した関数を選択します。
[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。

4.

[削除] を選択します。

IAM ポリシーを削除するには
1.

AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールの [Policies (ポリシー)] ページを開きます。

2.

Lambda が作成したポリシーを選択します。ポリシー名は、AWSLambdaS3ExecutionRole- で始まり
ます。

3.

[ポリシーアクション]、[削除] の順に選択します。

4.

[削除] を選択します。

実行ロールを削除するには
1.
2.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。
作成した実行ロールを選択します。

3.

[ロールの削除] を選択します。

4.

[はい、削除します] を選択します。

S3 バケットを削除するには
1.
2.

Amazon S3 コンソールを開きます。
作成したバケットを選択します。

3.
4.

[削除] を選択します。
テキストボックスにバケットの名前を入力します。

5.

[Confirm] を選択します。

次のステップ
詳細なチュートリアルをお試しください。このチュートリアルでは、S3 トリガーは関数を呼び出し
て、S3 バケットにアップロードされる各イメージファイルのサムネイルイメージを作成 (p. 683)しま
す。このチュートリアルでは、AWS と Lambda ドメインに関する中級レベルの知識が必要です。AWS
Command Line Interface( AWS CLI) を使用してリソースを作成し、関数とその依存関係の .zip ファイル
アーカイブデプロイパッケージを作成します。

チュートリアル: Amazon S3 トリガーを使用してサム
ネイル画像を作成する
このチュートリアルでは、Lambda 関数を作成し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
のトリガーを設定します。Amazon S3 は、S3 バケットにアップロードされる各画像ファイルの
CreateThumbnail 関数を呼び出します。この関数は、ソース S3 バケットからイメージオブジェクトを
読み取り、ターゲットの S3 バケットに保存するサムネイルイメージを作成します。

Note
このチュートリアルでは、中程度のレベルの AWS と Lambda ドメイン知識、Docker オペレー
ション、および AWS SAM が必要です。最初に チュートリアル: Amazon S3 トリガーを使用して
Lambda 関数を呼び出す (p. 678) を試すことをお勧めします。
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このチュートリアルでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して次の AWS リソースを作
成します。

Lambda リソース
• Lambda 関数。関数コードには、Node.js、Python、または Java を選択できます。
• 関数の .zip ファイルアーカイブデプロイパッケージ。
• 関数を呼び出すための Amazon S3 アクセス許可を付与するアクセスポリシー。

AWS Identity and Access Management (IAM) リソース
• 関数に必要なアクセス許可を付与するためのアクセス許可ポリシーが関連付けられている実行ロール。

Amazon S3 のリソース
• 関数を呼び出す通知設定を持つソース S3 バケット。
• 関数がサイズ変更された画像を保存するターゲット S3 バケット。
トピック
• 前提条件 (p. 684)
• ステップ 1. S3 バケットを作成しサンプルオブジェクトをアップロードする (p. 685)
• ステップ 2. IAM ポリシーの作成 (p. 685)
• ステップ 3. 実行ロールを作成する (p. 686)
• ステップ 4. 関数コードの作成 (p. 686)
• ステップ 5. デプロイパッケージの作成 (p. 691)
• ステップ 6. Lambda 関数を作成する (p. 692)
• ステップ 7. Lambda 関数をテストする (p. 693)
• ステップ 8. Amazon S3 を設定してイベントを発行する (p. 694)
• ステップ 9. S3 トリガーを使用してテストする (p. 695)
• ステップ 10. リソースのクリーンアップ (p. 695)

前提条件
• AWS アカウント
Lambda および他の AWS のサービスを使用するには、AWS アカウントが必要です。アカウントをお持
ちでない場合は、aws.amazon.com にアクセスし、[Create an AWS Account] (アカウントを作成する)
を選択します。この手順については、「How do I create and activate a new AWS account? (新規アカウ
ントを作成してアクティベートする方法を教えてください)」を参照してください。
• コマンドライン
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要で
す。コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64
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コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。
• AWS CLI
このチュートリアルでは、AWS CLI コマンドを使用して Lambda 関数を作成し、呼び出します。AWS
CLI をインストールし、AWS 認証情報を使用して設定します。
• 言語ツール
使用する言語 (Node.js、Python、または Java) の言語サポートツールとパッケージマネージャーをイン
ストールします。推奨されるツールについては、「コード作成ツール (p. 6)」を参照してください。

ステップ 1. S3 バケットを作成しサンプルオブジェクトをアップ
ロードする
S3 バケットを作成し、オブジェクトをアップロードするには、以下の手順を実行します。
1. Amazon S3 コンソールを開きます。
2. 2 つの S3 バケットを作成します。ターゲットバケットを source-resized と名前を付ける必要があ
ります。ここで、###はソースバケットの名前です。例えば、mybucket という名前のソースバケット
と、mybucket-resized という名前のターゲットバケットなどです。
3. ソースバケットで、.jpg オブジェクト (例: HappyFace.jpg) をアップロードします。
Lambda 関数をテストする前に、このサンプルオブジェクトを作成する必要があります。Lambda
invoke コマンドを使用して関数を手動でテストする場合、サンプルイベントデータを、ソースバケット
名を指定する関数に渡し、HappyFace.jpg を新しく作成されたオブジェクトとして渡します。

ステップ 2. IAM ポリシーの作成
Lambda 関数のアクセス権限を定義する IAM ポリシーを作成します。関数には、次のアクセス許可が必要
です。
• ソース S3 バケットからオブジェクトを取得します。
• サイズ変更されたオブジェクトをターゲット S3 バケットに入れます。
• Amazon CloudWatch Logs への書き込みログ

IAM ポリシーを作成するには
1.

IAM コンソールのポリシーのページを開きます。

2.

[Create policy] を選択します。

3.

[JSON] タブを選択し、以下のポリシーを貼り付けます。mybucket は、以前に作成したソースバケッ
トの名前に置き換えてください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:PutLogEvents",
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"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream"

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::mybucket-resized/*"

4.

[次へ: タグ] を選択します。

5.
6.

[Next: Review] を選択します。

7.

[ポリシーの確認] の [名前] に、AWSLambdaS3Policy と入力します。
[Create policy] を選択します。

ステップ 3. 実行ロールを作成する
AWS リソースにアクセスするためのアクセス権限をLambda 関数に付与する実行ロール (p. 53)を作成しま
す。

実行ロールを作成するには
1.
2.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。
[ロールの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ – Lambda
• アクセス許可ポリシー - AWSLambdaS3Policy
• ロール名 – lambda-s3-role

ステップ 4. 関数コードの作成
次のコード例では、Amazon S3 イベントにソース S3 バケット名とオブジェクトキー名が含まれていま
す。オブジェクトが .jpg または .png イメージファイルの場合、ソースバケットからイメージを読み取
り、サムネイルイメージを生成してから、ターゲットの S3 バケットにサムネイルを保存します。
次の点に注意してください。
• コードは、ターゲットバケットが存在し、その名前がソースバケット名と -resized を連結したもので
あることを前提としています。
• 作成された各サムネイルファイルについて、Lambda 関数コードはオブジェクトキー名を resizedとソースオブジェクトキー名の連結として導出します。例えば、ソースオブジェクトキー名が
sample.jpg の場合、コードではキー resized-sample.jpg があるサムネイルオブジェクトが作成
されます。
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Node.js
以下のコード例を index.js という名前のファイルにコピーします。

Example index.js
// dependencies
const AWS = require('aws-sdk');
const util = require('util');
const sharp = require('sharp');
// get reference to S3 client
const s3 = new AWS.S3();
exports.handler = async (event, context, callback) => {
// Read options from the event parameter.
console.log("Reading options from event:\n", util.inspect(event, {depth: 5}));
const srcBucket = event.Records[0].s3.bucket.name;
// Object key may have spaces or unicode non-ASCII characters.
const srcKey
= decodeURIComponent(event.Records[0].s3.object.key.replace(/\+/g, "
"));
const dstBucket = srcBucket + "-resized";
const dstKey
= "resized-" + srcKey;
// Infer the image type from the file suffix.
const typeMatch = srcKey.match(/\.([^.]*)$/);
if (!typeMatch) {
console.log("Could not determine the image type.");
return;
}
// Check that the image type is supported
const imageType = typeMatch[1].toLowerCase();
if (imageType != "jpg" && imageType != "png") {
console.log(`Unsupported image type: ${imageType}`);
return;
}
// Download the image from the S3 source bucket.
try {
const params = {
Bucket: srcBucket,
Key: srcKey
};
var origimage = await s3.getObject(params).promise();
} catch (error) {
console.log(error);
return;
}
// set thumbnail width. Resize will set the height automatically to maintain aspect
ratio.
const width = 200;
// Use the sharp module to resize the image and save in a buffer.
try {
var buffer = await sharp(origimage.Body).resize(width).toBuffer();
} catch (error) {
console.log(error);
return;
}
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// Upload the thumbnail image to the destination bucket
try {
const destparams = {
Bucket: dstBucket,
Key: dstKey,
Body: buffer,
ContentType: "image"
};
const putResult = await s3.putObject(destparams).promise();
} catch (error) {
console.log(error);
return;
}
console.log('Successfully resized ' + srcBucket + '/' + srcKey +
' and uploaded to ' + dstBucket + '/' + dstKey);
};

Python
以下のコード例を lambda_function.py という名前のファイルにコピーします。

Example lambda_function.py
import boto3
import os
import sys
import uuid
from urllib.parse import unquote_plus
from PIL import Image
import PIL.Image
s3_client = boto3.client('s3')
def resize_image(image_path, resized_path):
with Image.open(image_path) as image:
image.thumbnail(tuple(x / 2 for x in image.size))
image.save(resized_path)
def lambda_handler(event, context):
for record in event['Records']:
bucket = record['s3']['bucket']['name']
key = unquote_plus(record['s3']['object']['key'])
tmpkey = key.replace('/', '')
download_path = '/tmp/{}{}'.format(uuid.uuid4(), tmpkey)
upload_path = '/tmp/resized-{}'.format(tmpkey)
s3_client.download_file(bucket, key, download_path)
resize_image(download_path, upload_path)
s3_client.upload_file(upload_path, '{}-resized'.format(bucket), key)

Java
Java コードは、RequestHandler ライブラリで提供される aws-lambda-java-core インタフェー
スを実装します。Lambda 関数を作成するときは、クラスをハンドラ－として指定します (このコー
ド例では、example.handler)。インターフェイスを使用したハンドラーの提供の詳細については、
「ハンドラーのインターフェイス (p. 395)」を参照してください。
ハンドラーは、S3Event を入力タイプとして使用します。これは、関数コードが、受信 Amazon S3
イベントから情報を読み取るための便利なメソッドを提供します。Amazon S3 は、Lambda 関数を非
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同期的に呼び出します。戻り値の型を指定する必要があるインターフェイスを実装しているため、ハ
ンドラーは戻り値の型として String を使用します。
以下のコード例を Handler.java という名前のファイルにコピーします。

Example Handler.java
package example;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.RenderingHints;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import javax.imageio.ImageIO;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.AmazonServiceException;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.S3Event;
com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
com.amazonaws.services.s3.event.S3EventNotification.S3EventNotificationRecord;
com.amazonaws.services.s3.model.GetObjectRequest;
com.amazonaws.services.s3.model.ObjectMetadata;
com.amazonaws.services.s3.model.S3Object;
com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;

public class Handler implements
RequestHandler<S3Event, String> {
private static final float MAX_WIDTH = 100;
private static final float MAX_HEIGHT = 100;
private final String JPG_TYPE = (String) "jpg";
private final String JPG_MIME = (String) "image/jpeg";
private final String PNG_TYPE = (String) "png";
private final String PNG_MIME = (String) "image/png";
public String handleRequest(S3Event s3event, Context context) {
try {
S3EventNotificationRecord record = s3event.getRecords().get(0);
String srcBucket = record.getS3().getBucket().getName();
// Object key may have spaces or unicode non-ASCII characters.
String srcKey = record.getS3().getObject().getUrlDecodedKey();
String dstBucket = srcBucket + "-resized";
String dstKey = "resized-" + srcKey;
// Sanity check: validate that source and destination are different
// buckets.
if (srcBucket.equals(dstBucket)) {
System.out
.println("Destination bucket must not match source bucket.");
return "";
}
// Infer the image type.
Matcher matcher = Pattern.compile(".*\\.([^\\.]*)").matcher(srcKey);
if (!matcher.matches()) {
System.out.println("Unable to infer image type for key "
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+ srcKey);
return "";

}
String imageType = matcher.group(1);
if (!(JPG_TYPE.equals(imageType)) && !(PNG_TYPE.equals(imageType))) {
System.out.println("Skipping non-image " + srcKey);
return "";
}
// Download the image from S3 into a stream
AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.defaultClient();
S3Object s3Object = s3Client.getObject(new GetObjectRequest(
srcBucket, srcKey));
InputStream objectData = s3Object.getObjectContent();
// Read the source image
BufferedImage srcImage = ImageIO.read(objectData);
int srcHeight = srcImage.getHeight();
int srcWidth = srcImage.getWidth();
// Infer the scaling factor to avoid stretching the image
// unnaturally
float scalingFactor = Math.min(MAX_WIDTH / srcWidth, MAX_HEIGHT
/ srcHeight);
int width = (int) (scalingFactor * srcWidth);
int height = (int) (scalingFactor * srcHeight);
BufferedImage resizedImage = new BufferedImage(width, height,
BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
Graphics2D g = resizedImage.createGraphics();
// Fill with white before applying semi-transparent (alpha) images
g.setPaint(Color.white);
g.fillRect(0, 0, width, height);
// Simple bilinear resize
g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_INTERPOLATION,
RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BILINEAR);
g.drawImage(srcImage, 0, 0, width, height, null);
g.dispose();
// Re-encode image to target format
ByteArrayOutputStream os = new ByteArrayOutputStream();
ImageIO.write(resizedImage, imageType, os);
InputStream is = new ByteArrayInputStream(os.toByteArray());
// Set Content-Length and Content-Type
ObjectMetadata meta = new ObjectMetadata();
meta.setContentLength(os.size());
if (JPG_TYPE.equals(imageType)) {
meta.setContentType(JPG_MIME);
}
if (PNG_TYPE.equals(imageType)) {
meta.setContentType(PNG_MIME);
}
// Uploading to S3 destination bucket
System.out.println("Writing to: " + dstBucket + "/" + dstKey);
try {
s3Client.putObject(dstBucket, dstKey, is, meta);
}
catch(AmazonServiceException e)
{
System.err.println(e.getErrorMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Successfully resized " + srcBucket + "/"
+ srcKey + " and uploaded to " + dstBucket + "/" + dstKey);
return "Ok";
} catch (IOException e) {
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}

}

}

throw new RuntimeException(e);

ステップ 5. デプロイパッケージの作成
デプロイパッケージは、Lambda 関数のコードとその依存関係を含む .zip ファイルアーカイブ (p. 36)で
す。
Node.js
サンプル関数では、デプロイパッケージにシャープモジュールを含める必要があります。

デプロイパッケージを作成するには
1.

Linux 環境でコマンドラインターミナルまたはシェルを開きます。ローカル環境の Node.js バー
ジョンが関数の Node.js バージョンと一致していることを確認します。

2.

関数コードを index.js という名前のディレクトリに lambda-s3 として保存します。

3.

npm でシャープライブラリをインストールします。Linux の場合、次のコマンドを使用します。
npm install sharp

この手順の後、次のディレクトリ構造になります。
lambda-s3
|- index.js
|- /node_modules/sharp
# /node_modules/...

4.

関数コードとその依存関係を含むデプロイパッケージを作成します。zip コマンドの -r (再帰的)
オプションを設定して、サブフォルダを圧縮します。
zip -r function.zip .

Python

依存関係
• Pillow

デプロイパッケージを作成するには
• --use-container オプション付きの AWS SAMCLI sam build コマンドを使用して、C または C+
+ で記述されたライブラリ (Pillow (PIL) ライブラリなど) を含むデプロイパッケージを作成すること
が推奨されます。
Java

依存関係
• aws-lambda-java-core
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• aws-lambda-java-events
• aws-java-sdk

デプロイパッケージを作成するには
• Lambda ライブラリの依存関係を使ってコードを構築し、デプロイパッケージを作成します。手順
については、.zip または JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397) を
参照してください。

ステップ 6. Lambda 関数を作成する
関数を作成するには
•

create-function コマンドを使用して Lambda 関数を作成します。
Node.js
aws lambda create-function --function-name CreateThumbnail \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs12.x \
--timeout 10 --memory-size 1024 \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-s3-role

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデ
フォルト設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64out を実行します。詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドライン
オプションを参照してください。
create-function コマンドは、関数ハンドラーを index.handler として指定します。このハン
ドラー名は、関数名を handler として反映し、ハンドラーコードが保存されるファイルの名
前を index.js として反映します。詳細については、「Node.js の AWS Lambda 関数ハンド
ラー (p. 294)」を参照してください。コマンドは、nodejs12.x のランタイムを指定します。詳
細については、「Lambda ランタイム (p. 84)」を参照してください。
Python
aws lambda create-function --function-name CreateThumbnail \
--zip-file fileb://function.zip --handler lambda_function.lambda_handler --runtime
python3.8 \
--timeout 10 --memory-size 1024 \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-s3-role

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデ
フォルト設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64out を実行します。詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドライン
オプションを参照してください。
create-function コマンドは、関数ハンドラーを lambda_function.lambda_handler として
指定します。このハンドラー名は、関数名を lambda_handler として反映し、ハンドラーコー
ドが保存されるファイルの名前を lambda_function.py として反映します。詳細については、
「Python の Lambda 関数ハンドラー (p. 335)」を参照してください。コマンドは、python3.8
のランタイムを指定します。詳細については、「Lambda ランタイム (p. 84)」を参照してくださ
い。
Java
aws lambda create-function --function-name CreateThumbnail \
--zip-file fileb://function.zip --handler example.handler --runtime java11 \
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--timeout 10 --memory-size 1024 \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-s3-role

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデ
フォルト設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64out を実行します。詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドライン
オプションを参照してください。
create-function コマンドは、関数ハンドラーを example.handler として指定します。この関数
はハンドラーインタフェイスを実装するため、package.Class の省略形ハンドラー形式を使用
できます。詳細については、「Java の AWS Lambda 関数ハンドラー (p. 393)」を参照してくだ
さい。コマンドは、java11 のランタイムを指定します。詳細については、「Lambda ランタイ
ム (p. 84)」を参照してください。
ロールパラメータについては、123456789012 を AWS アカウント ID に置き換えます。前の例のコマン
ドは、関数の設定として 10 秒のタイムアウト値を指定します。アップロードするオブジェクトのサイズ
に応じて、次の AWS CLI コマンドを使用してタイムアウトの値を増やす必要が生じる場合があります。
aws lambda update-function-configuration --function-name CreateThumbnail --timeout 30

ステップ 7. Lambda 関数をテストする
サンプルの Amazon S3 イベントデータを使用して手動で Lambda 関数を呼び出します。

Lambda 関数をテストするには
1.

次の Amazon S3 サンプルイベントデータを、inputFile.txt という名前のファイルに保存しま
す。sourcebucket と HappyFace.jpg をそれぞれソース S3 バケット名と .jpg オブジェクトキー
に置き換えてください。
{

"Records":[
{
"eventVersion":"2.0",
"eventSource":"aws:s3",
"awsRegion":"us-west-2",
"eventTime":"1970-01-01T00:00:00.000Z",
"eventName":"ObjectCreated:Put",
"userIdentity":{
"principalId":"AIDAJDPLRKLG7UEXAMPLE"
},
"requestParameters":{
"sourceIPAddress":"127.0.0.1"
},
"responseElements":{
"x-amz-request-id":"C3D13FE58DE4C810",
"x-amz-id-2":"FMyUVURIY8/IgAtTv8xRjskZQpcIZ9KG4V5Wp6S7S/JRWeUWerMUE5JgHvANOjpD"
},
"s3":{
"s3SchemaVersion":"1.0",
"configurationId":"testConfigRule",
"bucket":{
"name":"sourcebucket",
"ownerIdentity":{
"principalId":"A3NL1KOZZKExample"
},
"arn":"arn:aws:s3:::sourcebucket"
},
"object":{
"key":"HappyFace.jpg",
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}

2.

]

}

}

}

"size":1024,
"eTag":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
"versionId":"096fKKXTRTtl3on89fVO.nfljtsv6qko"

次の invoke コマンドを使用して関数を呼び出します。コマンドは非同期実行 (--invocationtype Event) をリクエストします。オプションで、RequestResponse パラメータ値として
invocation-type を指定することで、関数を同期的に呼び出すことができます。

aws lambda invoke
--function-name CreateThumbnail \
--invocation-type Event \
--payload file://inputFile.txt outputfile.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォ
ルト設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行
します。詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参
照してください。
3.

ターゲット S3 バケットでサムネイルが作成されたことを確認します。

ステップ 8. Amazon S3 を設定してイベントを発行する
Amazon S3 がオブジェクト作成イベントをLambda に公開して Lambda 関数を呼び出すように、設定を完
成させます。このステップでは、次の作業を行います。
• 関数のアクセスポリシーに、この関数の呼び出しを Amazon S3 に許可するアクセス許可を追加しま
す。
• 通知設定をソース S3 バケットに追加します。通知設定で、以下の項目を指定します。
• Amazon S3 がイベントを発行するイベントタイプ。このチュートリアルで
は、s3:ObjectCreated:* イベントタイプを指定し、オブジェクトが作成されたときに Amazon S3
がイベントを発行するようにします。
• 呼び出す関数。

関数ポリシーにアクセス許可を追加するには
1.

以下の add-permission コマンドを実行して、Amazon S3 サービスプリンシパル
(s3.amazonaws.com) に lambda:InvokeFunction アクションを実行するためのアクセス許可を
付与します。次の条件を満たす場合にのみ関数を呼び出すアクセス許可が Amazon S3 に付与される
ことに注意してください。
• オブジェクト作成イベントが、特定の S3 バケットで検出されます。
• S3 バケットはお客様の AWS アカウントによって所有されています。バケットを削除すると、別の
AWS アカウントが同じ Amazon リソースネーム (ARN) でバケットを作成する可能性があります。

aws lambda add-permission --function-name CreateThumbnail --principal s3.amazonaws.com
\
--statement-id s3invoke --action "lambda:InvokeFunction" \
--source-arn arn:aws:s3:::sourcebucket \
--source-account account-id
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2.

get-policy コマンドを呼び出すことで、関数のアクセスポリシーを確認します。
aws lambda get-policy --function-name CreateThumbnail

Amazon S3 に、オブジェクト作成イベントを Lambda に発行させるには、ソース S3 バケットに通知設定
を追加します。

Important
この手順では、オブジェクトが S3 バケット内に作成されるたびに、関数を呼び出すようにバ
ケットを設定します。このオプションは、ソースバケットでのみ設定してください。関数でソー
スバケットにオブジェクトを作成させないでください。そうしないと、関数自体がループ内で継
続的に呼び出される (p. 677)可能性があります。

通知を設定するには
1.

Amazon S3 コンソールを開きます。

2.

ソース S3 バケットの名前を選択します。

3.

[プロパティ] タブを選択します。

4.

[イベント通知] で、[イベント通知の作成] を選択して、次のように通知を設定します。
• イベント名 – lambda-trigger
• イベントタイプ – All object create events
• 送信先 – Lambda function
• Lambda 関数 – CreateThumbnail

イベント設定の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの Amazon S3 コンソー
ルを使用したイベント通知の有効化と設定を参照してください。

ステップ 9. S3 トリガーを使用してテストする
次のようにセットアップをテストします。
1. Amazon S3 コンソールを使って、.jpg または .png オブジェクトをソース S3 バケットにアップロード
します。
2. CreateThumbnail Lambda 関数を使用して、イメージオブジェクトごとに、ターゲット S3 バケット
にサムネイルが作成されていることを確認します。
3. CloudWatch コンソールでのログの表示

ステップ 10. リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

作成した関数を選択します。

3.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。

4.

[削除] を選択します。
695

AWS Lambda デベロッパーガイド
サンプル SAM テンプレート

作成したポリシーを削除する
1.

IAM コンソールの [Policies (ポリシー)] ページを開きます。

2.

作成したポリシー (AWSLambdaS3Policy) を選択します。

3.

[ポリシーアクション]、[削除] の順に選択します。

4.

[削除] を選択します。

実行ロールを削除するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.

作成した実行ロールを選択します。

3.

[ロールの削除] を選択します。

4.

[はい、削除します] を選択します。

S3 バケットを削除するには
1.

Amazon S3 コンソールを開きます。

2.

作成したバケットを選択します。

3.

[削除] を選択します。

4.

テキストボックスにバケットの名前を入力します。

5.

[Confirm] を選択します。

AWS SAMAmazon S3 アプリケーションの テンプ
レート
を使用してこのアプリケーションをビルドすることができます。AWS SAM。AWS SAM テンプレートの
詳細については、AWS SAM 開発者ガイドの「AWS Serverless Application Model テンプレートの基礎」
を参照してください。
チュートリアル (p. 678)の Lambda アプリケーションのサンプル AWS SAM テンプレートを以下に
示します。下のテキストを .yaml ファイルにコピーし、以前作成した ZIP パッケージの隣に保存しま
す。Handler および Runtime パラメータ値は、前のセクションで関数を作成したときのものと一致する
必要があります。

Example template.yaml
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
CreateThumbnail:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: handler
Runtime: runtime
Timeout: 60
Policies: AWSLambdaExecute
Events:
CreateThumbnailEvent:
Type: S3
Properties:
Bucket: !Ref SrcBucket
Events: s3:ObjectCreated:*
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SrcBucket:
Type: AWS::S3::Bucket

パッケージおよびデプロイコマンドを使用してサーバーレスアプリケーションをパッケージングしてデプ
ロイする方法については、AWS Serverless Application Model 開発者ガイドの「サーバーレスアプリケー
ションのデプロイ」を参照してください。
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Amazon S3 バッチ操作での AWS Lambda の使用
Amazon S3 のバッチ操作を使用することで、大量の Amazon S3 オブジェクトに対して Lambda 関数を呼
び出すことができます。Amazon S3 は、バッチオペレーションの進行状況を追跡して、通知を送信し、各
アクションのステータスを示す完了レポートを保存します。
バッチ操作を実行するには、Amazon S3 バッチ操作ジョブを作成します。ジョブを作成するときは、マニ
フェスト (オブジェクトのリスト) を用意し、それらのオブジェクトに対して実行するアクションを設定し
ます。
バッチジョブが開始されると、Amazon S3 はマニフェスト内の各オブジェクトに対して同期的に (p. 232)
Lambda 関数を呼び出します。イベントパラメータには、バケットとオブジェクトの名前が含まれます。
以下の例では、examplebucket バケット内の customerImage1.jpg というオブジェクトのために、 Amazon
S3 が Lambda 関数に送信するイベントを示しています。

Example Amazon S3 バッチリクエストイベント
{
"invocationSchemaVersion": "1.0",
"invocationId": "YXNkbGZqYWRmaiBhc2RmdW9hZHNmZGpmaGFzbGtkaGZza2RmaAo",
"job": {
"id": "f3cc4f60-61f6-4a2b-8a21-d07600c373ce"
},
"tasks": [
{
"taskId": "dGFza2lkZ29lc2hlcmUK",
"s3Key": "customerImage1.jpg",
"s3VersionId": "1",
"s3BucketArn": "arn:aws:s3:us-east-1:0123456788:examplebucket"
}
]
}

Lambda 関数は、次の例に示すとおり、フィールドを含む JSON オブジェクトを返す必要があります。イ
ベントパラメータから invocationId と taskId をコピーできます。resultString で文字列を返しま
す。Amazon S3 は、resultString 値を完了レポートに保存します。

Example Amazon S3 バッチリクエストのレスポンス
{

}

"invocationSchemaVersion": "1.0",
"treatMissingKeysAs" : "PermanentFailure",
"invocationId" : "YXNkbGZqYWRmaiBhc2RmdW9hZHNmZGpmaGFzbGtkaGZza2RmaAo",
"results": [
{
"taskId": "dGFza2lkZ29lc2hlcmUK",
"resultCode": "Succeeded",
"resultString": "["Alice", "Bob"]"
}
]
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Amazon S3 バッチ操作からの Lambda 関数の呼び出
し
Lambda 関数は、非修飾または修飾関数 ARN を使用して呼び出すことができます。バッチジョブ全体に同
じ関数バージョンを使用する場合は、ジョブの作成時に FunctionARN パラメータで特定の関数バージョ
ンを構成します。エイリアスまたは $LATEST 修飾子を設定した場合、ジョブ実行中にエイリアスまたは
$LATEST が更新されると、バッチジョブは新しいバージョンの関数の呼び出しをただちに開始します。
既存の Amazon S3 イベントベースの関数をバッチ操作に再利用することはできません。これは、Amazon
S3 バッチ操作によって異なるイベントパラメータが Lambda 関数に渡され、特定の JSON 構造を持つリ
ターンメッセージが期待されるためです。
Amazon S3 Batch Job 用に作成するリソースベースのポリシー (p. 69)で、Lambda 関数を呼び出すための
ジョブに、アクセス許可が設定されていることを確認します。
関数の実行ロールで、Amazon S3 が関数の実行時にロールを引き受けるための信頼ポリシーを設定しま
す。
関数で AWS SDK を使用して Amazon S3 リソースを管理する場合は、実行ロールに Amazon S3 のアクセ
ス許可を追加する必要があります。
ジョブが実行されると、Amazon S3 は複数の関数インスタンスを起動して、関数の同時実行数の上
限 (p. 30)に達するまで Amazon S3 オブジェクトを並列処理します。Amazon S3 は、小規模なジョブでコ
ストが高騰することを避けるため、インスタンスの初期ランプアップを制限します。
Lambda 関数が TemporaryFailure レスポンスコードを返した場合、Amazon S3 はオペレーションを再
試行します。
Amazon S3 バッチ操作の詳細については、Amazon S3 デベロッパーガイドの バッチ操作の実行を参照し
てください。
Amazon S3 バッチ操作で Lambda 関数を使用する方法の例については、Amazon S3デベロッパーガイ
ドの Invoking a Lambda function from Amazon S3 batch operations を参照してください。
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S3 Object Lambda を使用したオブジェクトの変換
S3 Object Lambda を使用すると、Amazon S3 GET、HEAD、または LIST リクエストに独自のコードを
追加して、データがアプリケーションに返される前にそのデータを変更および処理できます。カスタム
コードを使用して、標準 S3 GET、HEAD、または LIST リクエストによって返されるデータを変更し、行
のフィルタリング、画像の動的なサイズ変更、機密データの編集などを行うことができるようになりまし
た。AWS Lambda 関数により、コードは AWS によって完全に管理されているインフラストラクチャで実
行されるため、データの派生コピーを作成して保存したり、プロキシを実行したりする必要はなく、アプ
リケーションに変更を加える必要もありません。
詳細については、「S3 Object Lambda を使用したオブジェクトの変換」を参照してください。
チュートリアル
• Amazon S3 Object Lambda を使用したアプリケーションのデータ変換
• Amazon S3 Object Lambda と Amazon Comprehend を使用した PII データの検出と編集
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Secrets Manager での AWS Lambda の使用
Secrets Manager は、Lambda 関数を使用して、セキュリティで保護されたサービスまたはデータベース
のシークレットをローテーションします。Lambda 関数をカスタマイズして、シークレットをローテー
ションする方法に関するサービス固有の詳細を実装できます。
Secrets Manager は、同期呼び出しとして Lambda ローテーション関数を呼び出します。イベントパラ
メータには、次のフィールドが含まれます。
{

}

"Step" : "request.type",
"SecretId" : "string",
"ClientRequestToken" : "string"

Secrets Manager での Lambda の使用の詳細については、Lambda ローテーション関数を理解するを参照
してください。
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Amazon SES で AWS Lambda を使用する
Amazon SES を使用してメッセージを受信する場合、メッセージが到着したとき Lambda 関数を呼び出す
ように Amazon SES を設定することができます。次に、受信 E メールイベント (実際には Amazon SNS
イベントの Amazon SES メッセージ) をパラメータとして渡すことで、サービスによって Lambda 関数を
呼び出すことができます。

Example Amazon SES メッセージイベント
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.0",
"ses": {
"mail": {
"commonHeaders": {
"from": [
"Jane Doe <janedoe@example.com>"
],
"to": [
"johndoe@example.com"
],
"returnPath": "janedoe@example.com",
"messageId": "<0123456789example.com>",
"date": "Wed, 7 Oct 2015 12:34:56 -0700",
"subject": "Test Subject"
},
"source": "janedoe@example.com",
"timestamp": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
"destination": [
"johndoe@example.com"
],
"headers": [
{
"name": "Return-Path",
"value": "<janedoe@example.com>"
},
{
"name": "Received",
"value": "from mailer.example.com (mailer.example.com [203.0.113.1]) by
inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com with SMTP id o3vrnil0e2ic for johndoe@example.com;
Wed, 07 Oct 2015 12:34:56 +0000 (UTC)"
},
{
"name": "DKIM-Signature",
"value": "v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=example.com;
s=example; h=mime-version:from:date:message-id:subject:to:content-type;
bh=jX3F0bCAI7sIbkHyy3mLYO28ieDQz2R0P8HwQkklFj4=; b=sQwJ+LMe9RjkesGu+vqU56asvMhrLRRYrWCbV"
},
{
"name": "MIME-Version",
"value": "1.0"
},
{
"name": "From",
"value": "Jane Doe <janedoe@example.com>"
},
{
"name": "Date",
"value": "Wed, 7 Oct 2015 12:34:56 -0700"
},
{
"name": "Message-ID",

702

AWS Lambda デベロッパーガイド
SES
"value": "<0123456789example.com>"
},
{
"name": "Subject",
"value": "Test Subject"
},
{
"name": "To",
"value": "johndoe@example.com"
},
{
"name": "Content-Type",
"value": "text/plain; charset=UTF-8"
}

],
"headersTruncated": false,
"messageId": "o3vrnil0e2ic28tr"
},
"receipt": {
"recipients": [
"johndoe@example.com"
],
"timestamp": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
"spamVerdict": {
"status": "PASS"
},
"dkimVerdict": {
"status": "PASS"
},
"processingTimeMillis": 574,
"action": {
"type": "Lambda",
"invocationType": "Event",
"functionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:111122223333:function:Example"
},
"spfVerdict": {
"status": "PASS"
},
"virusVerdict": {
"status": "PASS"
}
}

}

]

}

},
"eventSource": "aws:ses"

詳細については、Amazon SES デベロッパーガイドの Lambda action を参照してください。
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Amazon SNS でのAWS Lambdaの使用
Lambda 関数を使用して、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を処理することができ
ます。Amazon SNS では、トピックに送信されるメッセージのターゲットとして Lambda 関数がサポート
されます。関数は、同じアカウントまたは他の AWS アカウントのトピックにサブスクライブできます。
Amazon SNS は、メッセージやメタデータが含まれたイベントを使用して、関数を非同期的に (p. 235)呼
び出します。

Example Amazon SNS メッセージイベント
{

"Records": [
{
"EventVersion": "1.0",
"EventSubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:sns-lambda:21be56eda058-49f5-8c98-aedd2564c486",
"EventSource": "aws:sns",
"Sns": {
"SignatureVersion": "1",
"Timestamp": "2019-01-02T12:45:07.000Z",
"Signature": "tcc6faL2yUC6dgZdmrwh1Y4cGa/ebXEkAi6RibDsvpi+tE/1+82j...65r==",
"SigningCertUrl": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationServiceac565b8b1a6c5d002d285f9598aa1d9b.pem",
"MessageId": "95df01b4-ee98-5cb9-9903-4c221d41eb5e",
"Message": "Hello from SNS!",
"MessageAttributes": {
"Test": {
"Type": "String",
"Value": "TestString"
},
"TestBinary": {
"Type": "Binary",
"Value": "TestBinary"
}
},
"Type": "Notification",
"UnsubscribeUrl": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:testlambda:21be56ed-a058-49f5-8c98-aedd2564c486",
"TopicArn":"arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:sns-lambda",
"Subject": "TestInvoke"
}
}
]
}

非同期呼び出しの場合、Lambda はそのメッセージをキューに入れ、再試行を処理します。Amazon SNS
が Lambda に到達できない場合、またはメッセージが拒否される場合、Amazon SNS は、数時間にわたっ
て間隔を増やして再試行します。詳細については、Amazon SNS のよくある質問の中の信頼性を参照して
ください。
Lambda へのクロスアカウント Amazon SNS 配信を実行するには、Amazon SNS が Lambda 関数を呼び
出すことを承認する必要があります。次に、Amazon SNS は、AWS アカウントが Lambda 関数を使用し
て Amazon SNS トピックをサブスクライブすることを許可します。たとえば、Amazon SNS トピックが
アカウント A にあり、Lambda 関数がアカウント B にある場合は、それぞれのリソースにアクセスでき
るように、両方のアカウントにアクセス権限を付与する必要があります。クロスアカウント権限を設定す
るためのすべてのオプションが AWS Management Console から利用できるわけではないため、設定には
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する必要があります。
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詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドのFanout to Lambda functions
を参照してください。

Amazon SNS イベントの入力タイプ
Java、.NET、および Go での Amazon SNS イベントの入力タイプの例については、AWS GitHub リポジ
トリで以下をご参照ください:
• SNSEvent.java
• SNSEvent.cs
• sns.go
トピック
• チュートリアル: Amazon Simple Notification Service での AWS Lambda の使用 (p. 705)
• サンプル関数コード (p. 709)

チュートリアル: Amazon Simple Notification Service
での AWS Lambda の使用
ある AWS アカウントの Lambda 関数を使用して、別の AWS アカウントにあるAmazon SNS トピックを
サブスクライブすることができます。このチュートリアルでは、AWS Command Line Interface を使用し
て、Lambda 関数の作成、Amazon SNS トピックの作成、これら 2 つのリソースに相互にアクセスするア
クセス権限の付与などの AWS Lambda オペレーションを実行します。

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。
このチュートリアルでは、2 つのアカウントを使用します。この AWS CLI コマンドは、それぞれが別のア
カウントで使用されるように設定された 2 つの 名前付きプロファイル を使用して実行します。異なる名
前のプロファイル、またはデフォルトのプロファイルと名前付きのプロファイルを使用する場合、必要に
応じてコマンドを変更します。

Amazon SNS トピックを作成する (アカウント A)
[Account A] (アカウント A) で、ソース Amazon SNS トピックを作成します。
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aws sns create-topic --name sns-topic-for-lambda --profile accountA

トピックを作成したら、その Amazonリソースネーム (ARN) を記録します。これは、後ほどトピックをサ
ブスクライブするための許可を Lambda 関数に追加するときに必要になります。

実行ロールを作成する (アカウント B)
[Account B] (アカウント B) で、AWS リソースにアクセスするための許可を関数に付与する実行ロー
ル (p. 53)を作成します。

実行ロールを作成する
1.

IAM コンソールの [roles page (ロールページ)] を開きます。

2.

[ロールの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ - AWS Lambda
• アクセス許可 - AWSLambdaBasicExecutionRole
• ロール名 – lambda-sns-role。

AWSLambdaBasicExecutionRole ポリシーには、ログを CloudWatch Logs に書き込むために関数が必要と
するアクセス許可があります。

Lambda 関数を作成する (アカウント B)
[Account B] (アカウント B) で、Amazon SNS からのイベントを処理する関数を作成します。以下のコー
ド例では、Amazon SNS イベント入力を受け取り、含まれるメッセージを処理します。例示のため、この
コードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。

Note
他の言語によるサンプルコードについては、「サンプル関数コード (p. 709)」を参照してくださ
い。

Example index.js
console.log('Loading function');
exports.handler = function(event, context, callback) {
// console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 4));

};

var message = event.Records[0].Sns.Message;
console.log('Message received from SNS:', message);
callback(null, "Success");

関数を作成するには
1.

サンプルコードを index.js という名前のファイルにコピーします。

2.

デプロイパッケージを作成します。
zip function.zip index.js

3.

create-function コマンドを使用して Lambda 関数を作成します。
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aws lambda create-function --function-name Function-With-SNS \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs12.x \
--role arn:aws:iam::<AccountB_ID>:role/lambda-sns-role \
--timeout 60 --profile accountB

関数を作成したら、その関数 ARN を記録します。これは、後ほど Amazon SNS が関数を呼び出せるよう
にする許可を追加するときに必要になります。

クロスアカウント許可をセットアップする (アカウント A と B)
[Account A] (アカウント A) で、トピックにサブスクライブする許可を [Account B] (アカウント B) に付与
します。
aws sns add-permission --label lambda-access --aws-account-id <AccountB_ID> \
--topic-arn arn:aws:sns:us-east-2:<AccountA_ID>:sns-topic-for-lambda \
--action-name Subscribe ListSubscriptionsByTopic --profile accountA

[Account B] (アカウント B) で、Amazon SNS からの呼び出しを許可する Lambda 許可を追加します。
aws lambda add-permission --function-name Function-With-SNS \
--source-arn arn:aws:sns:us-east-2:<AccountA_ID>:sns-topic-for-lambda \
--statement-id function-with-sns --action "lambda:InvokeFunction" \
--principal sns.amazonaws.com --profile accountB

次のような出力が表示されます。
{

}

"Statement": "{\"Condition\":{\"ArnLike\":{\"AWS:SourceArn\":
\"arn:aws:sns:us-east-2:<AccountA_ID>:sns-topic-for-lambda\"}},
\"Action\":[\"lambda:InvokeFunction\"],
\"Resource\":\"arn:aws:lambda:us-east-2:<AccountB_ID>:function:Function-With-SNS\",
\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"Service\":\"sns.amazonaws.com\"},
\"Sid\":\"function-with-sns1\"}"

ポリシーを追加するときは、--source-account パラメータを使ってソースアカウントを Lambda ポリ
シーに追加しないようにします。ソースアカウントは Amazon SNS イベントソースとしてサポートされて
いないため、アクセスが拒否されます。

Note
SNS トピックを持つアカウントがオプトインリージョンでホストされている場合、プリンシ
パルでリージョンを指定する必要があります。例えば、アジアパシフィック (香港) リージョン
の SNS トピックを使用している場合、プリンシパルに 「sns.amazonaws.com」 ではなく、
「sns.ap-east-1.amazonaws.com」 を指定する必要があります。

サブスクリプションを作成する (アカウント B)
[Account B] (アカウント B) で、Lambda 関数をトピックにサブスクライブします。[Account A] (アカウン
ト A) の sns-topic-for-lambda トピックにメッセージが送信されると、Amazon SNS が [Account B]
(アカウント B) で Function-With-SNS 関数を呼び出します。
aws sns subscribe --protocol lambda \
--topic-arn arn:aws:sns:us-east-2:<AccountA_ID>:sns-topic-for-lambda \
--notification-endpoint arn:aws:lambda:us-east-2:<AccountB_ID>:function:Function-With-SNS \
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--profile accountB

次のような出力が表示されます。
{

"SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-east-2:<AccountA_ID>:sns-topic-forlambda:5d906xxxx-7c8x-45dx-a9dx-0484e31c98xx"
}

出力には、トピックのサブスクリプションの ARN が含まれています。

サブスクリプションをテストする (アカウント A)
[Account A] (アカウント A) で、サブスクリプションをテストします。テキストファイルに「Hello
World」と入力して、message.txt として保存します。次に、以下のコマンドを実行します。
aws sns publish --message file://message.txt --subject Test \
--topic-arn arn:aws:sns:us-east-2:<AccountA_ID>:sns-topic-for-lambda \
--profile accountA

これは、メッセージが Amazon SNS サービスによって承諾されたことを示す、一意の識別子を持つメッ
セージ ID を返します。次に、Amazon SNS は、これをトピックのサブスクライバー配信しようと試みま
す。また、message パラメーターに直接 JSON 文字列を入力することもできますが、テキストファイル
を使用するとメッセージに改行を使用できます。
Amazon SNS の詳細については、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) とは何ですか? を参
照してください。

リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。
[Account A] (アカウント A) で、Amazon SNS トピックをクリーンアップします。

Amazon SNS トピックを作成するには
1.

Amazon SNS コンソールで [Topics (トピック)] ページを開きます。

2.

先ほど作成したトピックを選択します。

3.

[削除] を選択します。

4.

テキストボックスに「delete me」と入力します。

5.

[削除] を選択します。

[Account B] (アカウント A) で、実行ロール、Lambda 関数、および Amazon SNS サブスクリプションを
クリーンアップします。

実行ロールを削除するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.

作成した実行ロールを選択します。

3.

[ロールの削除] を選択します。

4.

[はい、削除します] を選択します。
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Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.
3.

作成した関数を選択します。
[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。

4.

[削除] を選択します。

Amazon SNS サブスクリプションを削除するには
1.

Amazon SNS コンソールのSubscriptions page] (サブスクリプションページ) をを開きます。

2.
3.

作成したサブスクリプションを選択します。
[Delete] (削除) を選択し、削除します。

サンプル関数コード
サンプルコードは以下の言語で利用可能です。
トピック
• Node.js 12.x (p. 709)
• Java 11 (p. 709)
• Go (p. 710)
• Python 3 (p. 710)

Node.js 12.x
次の例では、Amazon SNS のメッセージを処理し、その内容をログに記録します。

Example index.js
console.log('Loading function');
exports.handler = function(event, context, callback) {
// console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 4));

};

var message = event.Records[0].Sns.Message;
console.log('Message received from SNS:', message);
callback(null, "Success");

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、「.zip
ファイルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297)」を参照してください。

Java 11
次の例では、Amazon SNS のメッセージを処理し、その内容をログに記録します。

Example LogEvent.java
package example;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
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import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SNSEvent;
public class LogEvent implements RequestHandler<SNSEvent, Object> {
public Object handleRequest(SNSEvent request, Context context){
String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd_HH:mm:ss").format(Calendar.getInstance().getTime());
context.getLogger().log("Invocation started: " + timeStamp);
context.getLogger().log(request.getRecords().get(0).getSNS().getMessage());
timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd_HH:mm:ss").format(Calendar.getInstance().getTime());
context.getLogger().log("Invocation completed: " + timeStamp);
return null;
}
}

Dependencies
• aws-lambda-java-core
• aws-lambda-java-events
Lambda ライブラリの依存関係を使ってコードを構築し、デプロイパッケージを作成します。手順につい
ては、.zip または JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397) を参照してくだ
さい。

Go
次の例では、Amazon SNS のメッセージを処理し、その内容をログに記録します。

Example lambda_handler.go
package main
import (
"context"
"fmt"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
"github.com/aws/aws-lambda-go/events"
)
func handler(ctx context.Context, snsEvent events.SNSEvent) {
for _, record := range snsEvent.Records {
snsRecord := record.SNS
fmt.Printf("[%s %s] Message = %s \n", record.EventSource, snsRecord.Timestamp,
snsRecord.Message)
}
}
func main() {
lambda.Start(handler)
}

go build を使って実行可能ファイルを構築し、デプロイパッケージを作成します。手順について
は、.zip ファイルアーカイブを使用して Go Lambda 関数をデプロイする (p. 439) を参照してください。

Python 3
次の例では、Amazon SNS のメッセージを処理し、その内容をログに記録します。
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Example lambda_handler.py
from __future__ import print_function
import json
print('Loading function')
def lambda_handler(event, context):
#print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))
message = event['Records'][0]['Sns']['Message']
print("From SNS: " + message)
return message

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、.zip ファ
イルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339) を参照してください。
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Amazon SQS での Lambda の使用
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー内のメッセージを処理するには、Lambda 関数を
使用することができます。Lambda イベントソースマッピング (p. 243)は、標準のキューおよびファース
トイン、ファーストアウト (FIFO) キューをサポートしています。Amazon SQS を使用すると、タスクを
キューに送信して非同期的に処理することで、アプリケーションの 1 つのコンポーネントからタスクを任
せることができます。
Lambda はキューをポーリングし、Lambda 関数を、キューメッセージを含むイベントと共に同期的
に (p. 232)呼び出します。Lambda はメッセージをバッチで読み取り、バッチごとに、一度に関数を呼び
出します。関数が正常にバッチを処理すると、Lambda はキューからそのメッセージを削除します。以下
の例では、2 つのメッセージのバッチのイベントを示しています。

Example Amazon SQS メッセージイベント (標準キュー)
{

}

"Records": [
{
"messageId": "059f36b4-87a3-44ab-83d2-661975830a7d",
"receiptHandle": "AQEBwJnKyrHigUMZj6rYigCgxlaS3SLy0a...",
"body": "Test message.",
"attributes": {
"ApproximateReceiveCount": "1",
"SentTimestamp": "1545082649183",
"SenderId": "AIDAIENQZJOLO23YVJ4VO",
"ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1545082649185"
},
"messageAttributes": {},
"md5OfBody": "e4e68fb7bd0e697a0ae8f1bb342846b3",
"eventSource": "aws:sqs",
"eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue",
"awsRegion": "us-east-2"
},
{
"messageId": "2e1424d4-f796-459a-8184-9c92662be6da",
"receiptHandle": "AQEBzWwaftRI0KuVm4tP+/7q1rGgNqicHq...",
"body": "Test message.",
"attributes": {
"ApproximateReceiveCount": "1",
"SentTimestamp": "1545082650636",
"SenderId": "AIDAIENQZJOLO23YVJ4VO",
"ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1545082650649"
},
"messageAttributes": {},
"md5OfBody": "e4e68fb7bd0e697a0ae8f1bb342846b3",
"eventSource": "aws:sqs",
"eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue",
"awsRegion": "us-east-2"
}
]

デフォルトでは、Lambda はキュー内の最大 10 個のメッセージを一度にポーリングし、そのバッチを関数
に送信します。少数のレコードで関数を呼び出さないようにするには、バッチウィンドウを設定すること
で、最大 5 分間レコードをバッファリングするようにイベントソースに指示できます。関数を呼び出す前
に、Lambda は、バッチ処理ウィンドウの期限が切れる、呼び出しペイロードサイズのクォータに到達す
る、または設定された最大バッチサイズに到達するまで、SQS 標準キューからのメッセージのポーリング
を継続します。
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Note
バッチウィンドウを使用していて、SQS キューのトラフィックがきわめて少ない場合、Lambda
は関数を呼び出す前に最大 20 秒間待機することがあります。これは、バッチウィンドウを 20 秒
未満に設定した場合であっても同様です。
FIFO キューの場合、レコードには、重複除外と順序付けに関連する追加属性が含まれます。

Example Amazon SQS メッセージイベント (FIFO キュー)
{

}

"Records": [
{
"messageId": "11d6ee51-4cc7-4302-9e22-7cd8afdaadf5",
"receiptHandle": "AQEBBX8nesZEXmkhsmZeyIE8iQAMig7qw...",
"body": "Test message.",
"attributes": {
"ApproximateReceiveCount": "1",
"SentTimestamp": "1573251510774",
"SequenceNumber": "18849496460467696128",
"MessageGroupId": "1",
"SenderId": "AIDAIO23YVJENQZJOL4VO",
"MessageDeduplicationId": "1",
"ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1573251510774"
},
"messageAttributes": {},
"md5OfBody": "e4e68fb7bd0e697a0ae8f1bb342846b3",
"eventSource": "aws:sqs",
"eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:fifo.fifo",
"awsRegion": "us-east-2"
}
]

Lambda がバッチを読み取ると、メッセージはキューに留まりますが、キューの可視性タイムアウトの期
間中は非表示になります。関数が正常にバッチを処理すると、Lambda はそのメッセージをキューから削
除します。デフォルトで、関数がバッチを処理しているときにエラーが発生すると、そのバッチ内のすべ
てのメッセージが再びキューに表示されます。このため、関数コードは、意図しない副次的影響を及ぼす
ことなく同じメッセージを複数回処理できるようにする必要があります。バッチアイテムの失敗を関数の
レスポンスに含めることで、この再処理動作を変更できます。
セクション
• スケーリングと処理 (p. 714)
• Lambda で使用するキューの設定 (p. 714)
• 実行ロールのアクセス許可 (p. 714)
• イベントソースとしてキューを設定する (p. 714)
• イベントソースマッピング API (p. 716)
• バッチ項目の失敗の報告 (p. 716)
• Amazon SQS 設定パラメータ (p. 718)
• チュートリアル: Amazon SQS での Lambda の使用 (p. 719)
• チュートリアル: クロスアカウント Amazon SQS キューをイベントソースとして使用する (p. 723)
• Amazon SQS 関数コードのサンプル (p. 727)
• AWS SAMAmazon SQS アプリケーションの テンプレート (p. 730)
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スケーリングと処理
標準キューの場合、Lambda はロングポーリングを使用して、キューがアクティブになるまでキューを
ポーリングします。メッセージが利用可能な場合、Lambda は最大 5 個のバッチを読み込み、それらを関
数に送信します。メッセージがまだ利用可能な場合、Lambda はバッチを読み込むプロセスの数を 1 分あ
たり最大 60 インスタンスまで増やします。イベントソースマッピングによって同時に処理できるバッチ
の最大数は 1,000 です。
FIFO キューの場合、Lambda は、受信した順序でメッセージを関数に送信します。FIFO キューにメッ
セージを送信する場合、メッセージグループ ID を指定します。Amazon SQS は、同じグループ内のメッ
セージが Lambda に順番に配信されるようにします。Lambda はメッセージをグループにソートし、グ
ループに対して一度に 1 つのバッチのみを送信します。関数がエラーを返す場合、その関数は、Lambda
が同じグループから追加のメッセージを受信する前に、対象メッセージですべての再試行を試みます。
関数は、アクティブなメッセージグループの数に並行してスケールできます。詳細については、AWS コン
ピューティングブログの「イベントソースとしての SQS FIFO」を参照してください。

Lambda で使用するキューの設定
SQS キューを作成して、Lambda 関数のイベントソースとして機能できるようにします。次に、Lambda
関数がイベントの各バッチを処理できるよう、またスケールアップ時に Lambda がスロットリングエラー
に反応して再試行できるように、時間を見越してキューで設定します。
関数がレコードの各バッチを処理するために十分な時間を取るため、ソースキューの可視性タイムアウト
は、関数に設定したタイムアウト (p. 168)の少なくとも 6 倍にに設定してください。追加の時間は、関数
が前のバッチの処理中にスロットリングされた場合に、Lambda が再試行することを可能にします。
関数がメッセージの処理に何回も失敗する場合、Amazon SQS はこのメッセージをデッドレターキューに
送信できます。関数がエラーを返すと、Lambda はそのメッセージをキューに残します。可視性タイムア
ウトが発生すると、Lambda はメッセージをもう一度受信します。多数の受信後に 2 番目のキューにメッ
セージを送信するには、ソースキューにデッドレターキューを設定します。

Note
Lambda 関数ではなく、ソースキューのデッドレターキューを設定するようにしてください。関
数で設定したデッドレターキューは、イベントソースキューではなく、関数の非同期呼び出し
キュー (p. 235)に使用されます。
関数からエラーが返された場合や、同時実行数の最大値に達しているために関数を呼び出せない場合は、
追加の試行で処理が成功する場合があります。メッセージを配信不能キューに送信する前にメッセージが
処理される確率を高めるには、送信元キューのリドライブポリシーの maxReceiveCount を 5 以上に設
定します。

実行ロールのアクセス許可
Lambda では、Amazon SQS キューでメッセージを管理するために以下のアクセス権限が必要です。これ
を関数の実行ロール (p. 53)に追加します。
• sqs:ReceiveMessage
• sqs:DeleteMessage
• sqs:GetQueueAttributes

イベントソースとしてキューを設定する
イベントソースマッピングを作成し、キューから Lambda 関数に項目を送信するように Lambda に通知
します。1 つの関数で複数のキューの項目を処理するには、複数のイベントソースマッピングを作成しま
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す。Lambda がターゲットの関数を呼び出すと、このイベントには設定可能なバッチサイズまでの複数の
項目が含まれている可能性があります。
Lambda コンソールで Amazon SQS から読み取るように関数を設定するには、SQS トリガーを作成しま
す。

トリガーを作成するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数の名前を選択します。

3.

[Function overview] (関数の概要) で [Add trigger] (トリガーを追加) をクリックします。

4.

SQS トリガータイプを選択します。

5.

必須のオプションを設定し、[Add] (追加) を選択します。

Lambda は、Amazon SQS イベントソースの以下のオプションをサポートしています。

イベントソースオプション
• SQS キュー - レコードの読み取り元である Amazon SQS キュー。
• バッチサイズ - 各バッチで関数に送信されるレコードの数。標準キューの場合、最大 10,000 レ
コードまで可能です。FIFO キューの場合、最大値は 10 です。バッチサイズが 10 を超える場合
は、MaximumBatchingWindowInSeconds パラメータも 1 秒以上に設定します。Lambda は、イベン
トの合計サイズが同期呼び出しの呼び出しペイロードサイズのクォータ (p. 818) (6 MB) を超えない限
り、バッチ内のすべてのレコードを単一の呼び出しで関数に渡します。
Lambda と Amazon SQS の両方が、レコードごとにメタデータを生成します。この追加のメタデータ
は合計ペイロードサイズに計上され、1 つのバッチで送信されるレコードの総数が設定されたバッチサ
イズよりも少なくなる可能性があります。Amazon SQS が送信するメタデータフィールドは可変長に
することができます。Amazon SQS メタデータフィールドの詳細については、Amazon Simple Queue
Service API リファレンス の ReceiveMessage API 操作のドキュメントを参照してください。
• Batch window (バッチウィンドウ) - 関数を呼び出す前にレコードを収集する最大時間 (秒数)。これが適
用されるのは標準キューのみです。
0 秒を超えるバッチウィンドウを使用している場合は、キューの可視性タイムアウトの処理時間
の増加を考慮する必要があります。キューの可視性タイムアウトは、関数タイムアウトの 6 倍に
MaximumBatchingWindowInSeconds の値を加えた時間に設定することをお勧めします。これにより
スロットリングエラーが発生した場合に Lambda 関数がイベントの各バッチを処理し、再試行する時間
が許容されます。

Note
バッチウィンドウが 0 より大きく、かつ (batch window) + (function timeout)
> (queue visibility timeout) である場合、有効なキューの可視性タイムアウトは
(batch window) + (function timeout) + 30s になります。
Lambda は、一度に最大 5 つのバッチを処理します。これは、一度にメッセージのバッチ処理と処
理を同時に実行できるワーカーが最大 5 つあることを意味します。メッセージがまだ利用可能な場
合、Lambda はバッチを読み込むプロセスの数を 1 分あたり最大 60 インスタンスまで増やします。イ
ベントソースマッピングによって同時に処理できるバッチの最大数は 1,000 です。詳細については、ス
ケーリングと処理 (p. 714) を参照してください。
• Enabled (有効) – イベントソースマッピングの状態。イベントソースマッピングを有効にするには、true
に設定します。レコードの処理を停止するには、false に設定します。
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Note
Amazon SQS には、リクエストに対する期限なしの無料利用枠があります。無料利用枠を超える
と、Amazon SQS では 100 万件のリクエストごとに料金が発生します。イベントソースマッピン
グがアクティブな間、Lambda はアイテムを取得するためのリクエストをキューに送信します。
料金の詳細については、「Amazon SQS の料金」を参照してください。
イベントソース設定を後ほど管理するには、Lambda コンソールのデザイナーで [SQS] トリガーを選択し
ます。
バッチの項目全体を処理するために十分な時間で、関数のタイムアウト時間を設定します。項目の処理に
長時間かかる場合には、より少ないバッチサイズを選択します。バッチサイズを大きくするとワークロー
ドの効率を向上させることができ、非常に高速になるか、多くのコストがかかります。ただし、関数がエ
ラーを返した場合、バッチ内のすべての項目がキューに戻ります。関数で [reserved concurrency (p. 186)]
(予約された同時実行数) を設定すると、同時実行数を 5 以上に設定した場合に、Lambda が関数を呼び出
したときにスロットリングエラーが発生する可能性が少なくなります。スロットリングエラーの可能性を
排除するには、予約された同時実行数の値を 1,000 に設定します。これは Amazon SQS イベントソース
の最大同時実行数です。

イベントソースマッピング API
AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS SDK を使用してイベントソースを管理するには、
以下の API オペレーションを使用できます。
• CreateEventSourceMapping (p. 927)
• ListEventSourceMappings (p. 1041)
• GetEventSourceMapping (p. 986)
• UpdateEventSourceMapping (p. 1114)
• DeleteEventSourceMapping (p. 959)
次の例では、AWS CLI を使用して、関数 my-function を、Amazon リソースネーム (ARN) により指定
された Amazon SQS キューに、バッチサイズ 5、バッチウィンドウ 60 秒でマップします。
aws lambda create-event-source-mapping --function-name my-function --batch-size 5 \
--maximum-batching-window-in-seconds 60 \
--event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue

次のような出力が表示されます。
{

}

"UUID": "2b733gdc-8ac3-cdf5-af3a-1827b3b11284",
"BatchSize": 5,
"MaximumBatchingWindowInSeconds": 60,
"EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"LastModified": 1541139209.351,
"State": "Creating",
"StateTransitionReason": "USER_INITIATED"

バッチ項目の失敗の報告
Lambda 関数がバッチを処理しているときにエラーが発生すると、デフォルトでそのバッチ内のすべての
メッセージが再度キューに表示され、これには Lambda が正常に処理したメッセージも含まれます。その
結果、関数が同じメッセージを複数回処理することになる場合があります。
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失敗したバッチ内のすべてのメッセージを再処理しないようにするために、失敗したメッセージのみを再
び表示するようにイベントソースマッピングを設定できます。これを行うには、イベントソースマッピン
グを設定するときに、値 ReportBatchItemFailures を FunctionResponseTypes リストに含めま
す。そうすると、関数が部分的な成功を返すようになるため、レコードでの不必要な再試行回数を減らす
ことができます。

レポートの構文
イベントソースマッピング設定に ReportBatchItemFailures を含めると、失敗したメッセージ ID の
リストを関数レスポンスで返すことができます。例えば、メッセージ ID が id1、id2、id3、id4、およ
び id5 である 5 つのメッセージのバッチがあるとします。関数は、id1、id3、id5 を正常に処理しま
す。メッセージ id2 と id4 がキューに再び表示されるようにする場合、レスポンスの構文は次のように
なります。
{

}

"batchItemFailures": [
{
"itemIdentifier": "id2"
},
{
"itemIdentifier": "id4"
}
]

バッチ内の失敗したメッセージ ID のリストを返すために、SQSBatchResponse クラスオブジェクトを使
用するか、独自のカスタムクラスを作成できます。以下は、SQSBatchResponse オブジェクトを使用す
るレスポンスの例です。
import
import
import
import

com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSEvent;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSBatchResponse;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class ProcessSQSMessageBatch implements RequestHandler<SQSEvent, SQSBatchResponse> {
@Override
public SQSBatchResponse handleRequest(SQSEvent sqsEvent, Context context) {
List<SQSBatchResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
ArrayList<SQSBatchResponse.BatchItemFailure>();
String messageId = "";
for (SQSEvent.SQSMessage message : sqsEvent.getRecords()) {
try {
//process your message
messageId = message.getMessageId();
} catch (Exception e) {
//Add failed message identifier to the batchItemFailures list
batchItemFailures.add(new SQSBatchResponse.BatchItemFailure(messageId));
}
}
return new SQSBatchResponse(batchItemFailures);
}

}

この機能を使用するには、関数がエラーを正常に処理する必要があります。関数ロジックがすべての例外
をキャッチし、関数レスポンスの batchItemFailures で失敗につながるメッセージを報告するように
します。関数が例外をスローする場合、バッチ全体が完全な失敗とみなされます。
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Note
この機能を FIFO キューで使用している場合、関数は最初の失敗後にメッセージの処理を停止
し、batchItemFailures で失敗したメッセージと未処理のメッセージのすべてを返します。こ
れは、キュー内のメッセージの順序を維持するのに役立ちます。

成功条件と失敗の条件
関数が以下のいずれかを返す場合、Lambda はバッチを完全な成功として扱います。
• 空の batchItemFailures リスト
• null の batchItemFailures リスト
• 空の EventResponse
• null の EventResponse
関数が以下のいずれかを返す場合、Lambda はバッチを完全な失敗として扱います。
• 無効な JSON レスポンス
• 空の文字列 itemIdentifier
• ヌル itemIdentifier
• 不正なキー名を持つ itemIdentifier
• 存在しないメッセージ ID を持つ itemIdentifier 値

CloudWatch メトリクス
関数がバッチ項目の失敗を正しく報告しているかどうかを判断するために、Amazon SQS メトリクスの
NumberOfMessagesDeleted および ApproximateAgeOfOldestMessage を Amazon CloudWatch で
モニタリングできます。
• NumberOfMessagesDeleted は、キューから削除されたメッセージの数を追跡します。これが 0 にな
るということは、関数レスポンスが失敗したメッセージを正しく返していないことを示唆しています。
• ApproximateAgeOfOldestMessage は、最も古いメッセージがキューに残っている期間を追跡しま
す。このメトリクスの急激な増加は、関数が失敗したメッセージを正しく返していないことを示唆して
いる可能性があります。

Amazon SQS 設定パラメータ
すべての Lambda イベントソースタイプは、同じCreateEventSourceMapping (p. 927) および
UpdateEventSourceMapping (p. 1114) API オペレーションを共有しています。ただし、Amazon SQS に
適用されるのは一部のパラメータのみです。

Amazon SQS に適用されるイベントソースパラメータ
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

デフォルト

メモ

BatchSize

N

10

標準キューの場合、
最大値は 10,000 で
す。FIFO キューの場
合、最大値は 10 です。

有効

N

true
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

EventSourceArn

Y

FunctionName

Y

デフォルト

メモ
データストリームまた
はストリーミングコン
シューマーの ARN。

FunctionResponseTypes N

関数がバッチ内の
特定の失敗を報告
できるようにするに
は、FunctionResponseTypes
に値
ReportBatchItemFailures
を含めます。詳細につ
いては、バッチ項目の
失敗の報告 (p. 716) を
参照してください。

MaximumBatchingWindowInSeconds
N

0

チュートリアル: Amazon SQS での Lambda の使用
このチュートリアルでは、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューからのメッセージを消費
する Lambda 関数を作成します。

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。

実行ロールを作成する
必要な AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可を関数に与える実行ロール (p. 53)を作成しま
す。

実行ロールを作成する
1.

AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。
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2.

[ロールの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ - AWS Lambda
• アクセス許可 - AWSLambdaSQSQueueExecutionRole
• ロール名 - lambda-sqs-role

AWSLambdaSQSQueueExecutionRole ポリシーには、Amazon SQS から項目を読み取り、Amazon
CloudWatch Logs にログを書き込むために関数が必要とするアクセス許可があります。

関数を作成する
Amazon SQS メッセージを処理するLambda関数を作成します。この例では、Node.js 12 コードが各メッ
セージを CloudWatch Logs のログに書き込みます。

Note
他の言語によるサンプルコードについては、「Amazon SQS 関数コードのサンプル (p. 727)」
を参照してください。

Example index.js
exports.handler = async function(event, context) {
event.Records.forEach(record => {
const { body } = record;
console.log(body);
});
return {};
}

関数を作成するには
Note
以下の手順を実行すると、Node.js 12 で関数が作成されます。他の言語では、手順は似ています
が、いくつかの詳細が異なります。
1.

サンプルコードをファイル名 index.js で保存します。

2.

デプロイパッケージを作成します。
zip function.zip index.js

3.

create-function AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用して関数を作成しま
す。
aws lambda create-function --function-name ProcessSQSRecord \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs12.x \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-sqs-role

関数をテストする
invoke AWS CLI コマンドおよびサンプルの Amazon SQS イベントを使用して、手動で Lambda 関数を
呼び出します。
ハンドラが例外をスローせずに正常に戻る場合、Lambda はメッセージが正しく処理されたと見なし、
キュー内の新しいメッセージを読み取りを開始します。メッセージが正常に処理された後、Lambdaは
メッセージをキューから自動的に削除します。ハンドラーが例外をスローした場合、Lambda はメッセー
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ジの バッチが正常に処理されなかったと見なし、Lambdaは同じメッセージのバッチで関数を呼び出しま
す。
1.

次の JSON をファイル名 input.txt で保存します。
{

}

"Records": [
{
"messageId": "059f36b4-87a3-44ab-83d2-661975830a7d",
"receiptHandle": "AQEBwJnKyrHigUMZj6rYigCgxlaS3SLy0a...",
"body": "test",
"attributes": {
"ApproximateReceiveCount": "1",
"SentTimestamp": "1545082649183",
"SenderId": "AIDAIENQZJOLO23YVJ4VO",
"ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1545082649185"
},
"messageAttributes": {},
"md5OfBody": "098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6",
"eventSource": "aws:sqs",
"eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue",
"awsRegion": "us-east-2"
}
]

"body"にキューからの実際のメッセージが含まれている場合、先行する JSON は、Amazon SQS が
Lambda 関数に送信する可能性のあるイベントをシミュレートします。
2.

次の invoke AWS CLI コマンドを実行します。
aws lambda invoke --function-name ProcessSQSRecord \
--payload file://input.txt outputfile.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォ
ルト設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行
します。詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参
照してください。
3.

outputfile.txt ファイルで出力を確認します。

Amazon SQS キュー を作成する
Lambda 関数がイベントソースとして使用できる Amazon SQS キューを作成します。

キューを作成するには
1.
2.
3.

[Amazon SQS console] (Amazon SQS コンソール) を開きます。
[Create queue] (キューを作成) を選択し、キューを設定します。詳細な手順については、「Amazon
Simple Queue Service デベロッパーガイド」の「Amazon SQS キューの作成 (コンソール)」を参照し
てください。
キューの作成後、Amazonリソース名 (ARN)を記録します。こちらは、次のセクションでキューを
Lambda 関数と関連付ける際に必要になります。

イベントソースを設定する
Amazon SQS キューと Lambda 関数の間でマッピングを作成するには、次の create-event-sourcemapping AWS CLI コマンドを実行します。
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aws lambda create-event-source-mapping --function-name ProcessSQSRecord
--event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue

--batch-size 10 \

次のコマンドを実行して、イベントソースのマッピングのリストを取得できます。
aws lambda list-event-source-mappings --function-name ProcessSQSRecord \
--event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue

セットアップをテストする
これで、次のようにセットアップをテストできます。
1. [Amazon SQS console] (Amazon SQS コンソール) を開きます。
2. 以前に作成したキューの名前を選択します。
3. メッセージの送信と受信を選択します。
4. [Message body (メッセージ本文)] にテストメッセージを入力します。
5. メッセージの送信を選択します。
Lambdaがキューにアップデートをポーリングします。新しいメッセージがあると、Lambda はキュー
からのこの新しいイベントデータを使用して関数を呼び出します。
関数が実行され、Amazon
CloudWatch にログが作成されます。CloudWatch コンソールでログを表示できます。

リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。

実行ロールを削除するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.

作成した実行ロールを選択します。

3.

[ロールの削除] を選択します。

4.

[はい、削除します] を選択します。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

作成した関数を選択します。

3.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。

4.

[削除] を選択します。

Amazon SQS キューを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon SQS コンソール (https://
console.aws.amazon.com/sqs/) を開きます。

2.

作成したキューを選択します。

3.

[削除] を選択します。

4.

テキストボックスに「delete」と入力します。
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5.

[削除] を選択します。

チュートリアル: クロスアカウント Amazon SQS
キューをイベントソースとして使用する
このチュートリアルでは、別のAWSアカウントで、 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
キューからのメッセージを使用する Lambda 関数を作成します。 このチュートリアルには 2 つのAWS
アカウントが含まれています: アカウント A Lambda 関数を含むアカウントを参照します。アカウント B
Amazon SQS キューを含むアカウントを参照します。

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。

実行ロールを作成する (アカウント A)
アカウント A で、必要なAWSリソースにアクセスするためのアクセス許可を関数に付与する実行ロー
ル (p. 53)を作成します。

実行ロールを作成する
1.
2.
3.

AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールの [Roles page (ロールページ)] を開きます。
[ロールの作成] を選択します。
次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ - AWS Lambda
• アクセス許可 - AWSLambdaSQSQueueExecutionRole
• ロール名 – cross-account-lambda-sqs-role

AWSLambdaSQSQueueExecutionRole ポリシーには、Amazon SQS から項目を読み取り、Amazon
CloudWatch Logs にログを書き込むために関数が必要とするアクセス許可があります。

関数を作成する (アカウント A)
アカウント A で、Amazon SQS メッセージを処理する Lambda 関数を作成します。この例では、Node.js
12 コードが各メッセージを CloudWatch Logs のログに書き込みます。
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Note
他の言語によるサンプルコードについては、「Amazon SQS 関数コードのサンプル (p. 727)」
を参照してください。

Example index.js
exports.handler = async function(event, context) {
event.Records.forEach(record => {
const { body } = record;
console.log(body);
});
return {};
}

関数を作成するには
Note
以下の手順を実行すると、Node.js 12 で関数が作成されます。他の言語では、手順は似ています
が、いくつかの詳細が異なります。
1.

サンプルコードをファイル名 index.js で保存します。

2.

デプロイパッケージを作成します。
zip function.zip index.js

3.

create-function AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用して関数を作成しま
す。
aws lambda create-function --function-name CrossAccountSQSExample \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs12.x \
--role arn:aws:iam::<AccountA_ID>:role/cross-account-lambda-sqs-role

関数をテストする (アカウント A)
アカウント A で、invoke AWS CLIコマンドおよびサンプルの Amazon SQS イベントを使用して、手動
で Lambda 関数をテストします。
ハンドラーが例外をスローせずに正常に戻る場合、Lambda はメッセージが正しく処理されたと見なし、
キュー内の新しいメッセージの読み取りを開始します。メッセージが正常に処理された後、Lambdaは
メッセージをキューから自動的に削除します。ハンドラーが例外をスローした場合、Lambda はメッセー
ジの バッチが正常に処理されなかったと見なし、Lambdaは同じメッセージのバッチで関数を呼び出しま
す。
1.

次の JSON をファイル名 input.txt で保存します。
{

"Records": [
{
"messageId": "059f36b4-87a3-44ab-83d2-661975830a7d",
"receiptHandle": "AQEBwJnKyrHigUMZj6rYigCgxlaS3SLy0a...",
"body": "test",
"attributes": {
"ApproximateReceiveCount": "1",
"SentTimestamp": "1545082649183",
"SenderId": "AIDAIENQZJOLO23YVJ4VO",
"ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1545082649185"
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]

}

}

},
"messageAttributes": {},
"md5OfBody": "098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6",
"eventSource": "aws:sqs",
"eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:example-queue",
"awsRegion": "us-east-1"

"body"にキューからの実際のメッセージが含まれている場合、先行する JSON は、Amazon SQS が
Lambda 関数に送信する可能性のあるイベントをシミュレートします。
2.

次の invoke AWS CLI コマンドを実行します。
aws lambda invoke --function-name CrossAccountSQSExample \
--payload file://input.txt outputfile.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォ
ルト設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行
します。詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参
照してください。
3.

outputfile.txt ファイルで出力を確認します。

Amazon SQS キュー を作成する (アカウント B)
アカウント B で、アカウント A の Lambda 関数がイベントソースとして使用できる Amazon SQS キュー
を作成します。

キューを作成するには
1.

Amazon SQS コンソールを開きます。

2.

[キューの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでキューを作成します。
• タイプ – スタンダード
• 名前 – LambdaCrossAccountQueue
• 設定 – デフォルト設定のままにします。
• アクセスポリシー – [Advanced (アドバンスト)] を選択します。次の JSON ポリシーをペーストしま
す:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "Queue1_Policy_UUID",
"Statement": [{
"Sid":"Queue1_AllActions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::<AccountA_ID>:role/cross-account-lambda-sqs-role"
]
},
"Action": "sqs:*",
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:<AccountB_ID>:LambdaCrossAccountQueue"
}
]
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このポリシーは、アカウント A で Lambda 実行ロールに、この Amazon SQS キューからのメッ
セージを使用するアクセス許可を付与します。
4.

キューの作成後、Amazonリソース名 (ARN)を記録します。こちらは、次のセクションでキューを
Lambda 関数と関連付ける際に必要になります。

イベントソースを設定する (アカウント A)
アカウント A で、アカウント B の Amazon SQS キューと Lambda 関数の間に、次のcreate-eventsource-mapping AWS CLIコマンドを実行してイベントソースマッピングを作成します。
aws lambda create-event-source-mapping --function-name CrossAccountSQSExample --batch-size
10 \
--event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-1:<AccountB_ID>:LambdaCrossAccountQueue

次のコマンドを実行して、イベントソースのマッピングのリストを取得できます。
aws lambda list-event-source-mappings --function-name CrossAccountSQSExample \
--event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-1:<AccountB_ID>:LambdaCrossAccountQueue

セットアップをテストする
これにより、次のようにセットアップをテストできます。
1. アカウント B で Amazon SQS コンソールを開きます。
2. 前に作成した [LambdaCrossAccountQueue] を選択します。
3. メッセージの送信と受信を選択します。
4. [Message body (メッセージ本文)] にテストメッセージを入力します。
5. メッセージの送信を選択します。
アカウント A の Lambda 関数がメッセージを受信します。Lambda はキューに更新をポーリングし続けま
す。新しいメッセージがあると、Lambda はキューからのこの新しいイベントデータを使用して関数を呼
び出します。
関数が実行され、Amazon CloudWatch にログが作成されます。CloudWatch コンソー
ルでログを表示できます。

リソースのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースは、保持を希望しない場合、すぐに削除できます。使用しなく
なった AWS リソースを削除することで、AWS アカウントに請求される料金が発生しないようにできま
す。
アカウント A で、実行ロールと Lambda 関数をクリーンアップします。

実行ロールを削除するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.
3.
4.

作成した実行ロールを選択します。
[ロールの削除] を選択します。
[はい、削除します] を選択します。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
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2.

作成した関数を選択します。

3.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。

4.

[削除] を選択します。

アカウント B で、Amazon SQS キューをクリーンアップします。

Amazon SQS キューを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon SQS コンソール (https://
console.aws.amazon.com/sqs/) を開きます。

2.

作成したキューを選択します。

3.

[削除] を選択します。

4.

テキストボックスに「delete」と入力します。

5.

[削除] を選択します。

Amazon SQS 関数コードのサンプル
サンプルコードは以下の言語で利用可能です。
トピック
• Node.js (p. 727)
• Java (p. 727)
• C# (p. 728)
• Go (p. 729)
• Python (p. 729)

Node.js
Amazon SQS イベントメッセージを入力として受け取り、それを処理するコードの例を以下に示します。
例示のため、このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。

Example index.js (Node.js 12)
exports.handler = async function(event, context) {
event.Records.forEach(record => {
const { body } = record;
console.log(body);
});
return {};
}

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、.zip ファ
イルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297) を参照してください。

Java
Amazon SQS イベントメッセージを入力として受け取り、それを処理する Java コードの例を以下に示し
ます。例示のため、このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。
コードでは、handleRequest はハンドラーです。このハンドラーは、定義済みの SQSEvent クラスを使
用します。このクラスは aws-lambda-java-events ライブラリで定義されています。
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Example Handler.java
package example;
import
import
import
import

com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSEvent;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSEvent.SQSMessage;

public class Handler implements RequestHandler<SQSEvent, Void>{
@Override
public Void handleRequest(SQSEvent event, Context context)
{
for(SQSMessage msg : event.getRecords()){
System.out.println(new String(msg.getBody()));
}
return null;
}
}

Dependencies
• aws-lambda-java-core
• aws-lambda-java-events
Lambda ライブラリの依存関係を使ってコードを構築し、デプロイパッケージを作成します。手順につい
ては、「.zip または JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397)」を参照してく
ださい。

C#
Amazon SQS イベントメッセージを入力として受け取り、それを処理する C# コードの例を以下に示しま
す。このコードでは説明のために、受信イベントデータの一部がコンソールに書き込まれます。
コードでは、handleRequest はハンドラーです。このハンドラーは、定義済みの SQSEvent クラスを使
用します。このクラスは AWS.Lambda.SQSEvents ライブラリで定義されています。

Example ProcessingSQSRecords.cs
[assembly: LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.Json.JsonSerializer))]
namespace SQSLambdaFunction
{
public class SQSLambdaFunction
{
public string HandleSQSEvent(SQSEvent sqsEvent, ILambdaContext context)
{
Console.WriteLine($"Beginning to process {sqsEvent.Records.Count} records...");
foreach (var record in sqsEvent.Records)
{
Console.WriteLine($"Message ID: {record.MessageId}");
Console.WriteLine($"Event Source: {record.EventSource}");

}

Console.WriteLine($"Record Body:");
Console.WriteLine(record.Body);

Console.WriteLine("Processing complete.");
return $"Processed {sqsEvent.Records.Count} records.";
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}

}

}

.NET Core プロジェクトの Program.cs を上記のサンプルに置き換えます。手順については、.zip ファイ
ルアーカイブを使用して C# Lambda 関数をデプロイする (p. 470) を参照してください。

Go
Amazon SQS イベントメッセージを入力として受け取り、それを処理する Go コードの例を以下に示しま
す。例示のため、このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。
コードでは、handler はハンドラーです。このハンドラーは、定義済みの SQSEvent クラスを使用しま
す。このクラスは aws-lambda-go-events ライブラリで定義されています。

Example ProcessSQSRecords.go
package main
import (
"context"
"fmt"

)

"github.com/aws/aws-lambda-go/events"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"

func handler(ctx context.Context, sqsEvent events.SQSEvent) error {
for _, message := range sqsEvent.Records {
fmt.Printf("The message %s for event source %s = %s \n", message.MessageId,
message.EventSource, message.Body)
}
}

return nil

func main() {
lambda.Start(handler)
}

go build を使って実行可能ファイルを構築し、デプロイパッケージを作成します。手順について
は、.zip ファイルアーカイブを使用して Go Lambda 関数をデプロイする (p. 439) を参照してください。

Python
Amazon SQS レコードを入力として受け取り、それを処理する Python コードの例を以下に示します。例
示のため、このコードでは受信イベントデータの一部を CloudWatch Logs に書き込みます。

Example ProcessSQSRecords.py
from __future__ import print_function
def lambda_handler(event, context):
for record in event['Records']:
print("test")
payload = record["body"]
print(str(payload))

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、.zip ファ
イルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339) を参照してください。
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AWS SAMAmazon SQS アプリケーションの テンプ
レート
を使用してこのアプリケーションをビルドすることができます。AWS SAM。AWS SAM テンプレートの
詳細については、AWS SAM 開発者ガイドの「AWS Serverless Application Model テンプレートの基礎」
を参照してください。
チュートリアル (p. 719)の Lambda アプリケーションのサンプル AWS SAM テンプレートを以下に
示します。下のテキストを .yaml ファイルにコピーし、以前作成した ZIP パッケージの隣に保存しま
す。Handler および Runtime パラメータ値は、前のセクションで関数を作成したときのものと一致する
必要があります。

Example template.yaml
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: Example of processing messages on an SQS queue with Lambda
Resources:
MySQSQueueFunction:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs12.x
Events:
MySQSEvent:
Type: SQS
Properties:
Queue: !GetAtt MySqsQueue.Arn
BatchSize: 10
MySqsQueue:
Type: AWS::SQS::Queue

パッケージおよびデプロイコマンドを使用してサーバーレスアプリケーションをパッケージングしてデプ
ロイする方法については、AWS Serverless Application Model 開発者ガイドの「サーバーレスアプリケー
ションのデプロイ」を参照してください。
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AWS X-Ray で AWS Lambda を使用する
AWS X-Ray を使用して、アプリケーションのコンポーネントの視覚化、パフォーマンスのボトルネッ
クの特定、およびエラーの原因となったリクエストのトラブルシューティングを行うことができま
す。Lambda 関数はトレースデータを X-Ray に送信し、X-Ray はデータを処理してサービスマップと検索
可能なトレースサマリーを生成します。
関数を呼び出すサービスで X-Ray のトレースを有効にすると、トレースは Lambda から自動的に X-Ray
に送信されます。Amazon API Gateway などのアップストリームサービスや、X-Ray SDK でインストルメ
ントされた Amazon EC2 でホストされているアプリケーションは、着信リクエストをサンプリングし、ト
レースを送信するかどうかを Lambda に指示するトレースヘッダーを追加します。

Note
X-Ray トレースは、現在、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)、セル
フマネージド Apache Kafka、または ActiveMQ と RabbitMQ イベントソースマッピングを備えた
Amazon MQ の Lambda 関数ではサポートされていません。
コンソールを使用して Lambda 関数のアクティブなトレースを切り替えるには、次のステップに従いま
す。

トレースをアクティブにするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[Configuration] (設定) を選択してから、[Monitoring and operations tools] (モニタリングおよび運用
ツール) を選択します。

4.

[Edit] を選択します。

5.

[X-Ray] で、[Active tracing] (アクティブトレース) をオンに切り替えます。

6.

[Save] を選択します。

料金
X-Ray トレースは、毎月、AWS 無料利用枠で設定された一定限度まで無料で利用できます。XRay の利用がこの上限を超えた場合は、トレースによる保存と取得に対する料金が発生します。
詳細については、「AWS X-Ray 料金表」を参照してください。
関数には、トレースデータを X-Ray にアップロードするためのアクセス許可が必要です。Lambda コン
ソールでトレースを有効にすると、Lambda は必要な権限を関数の [execution role] (p. 53) (実行ロール) に
追加します。それ以外の場合は、AWSXRayDaemonWriteAccess ポリシーを実行ロールに追加します。
X-Ray は、アプリケーションへのすべてのリクエストをトレースするとは限りません。X-Ray は、サンプ
リングアルゴリズムを適用することで効率的なトレースを行い、同時に、すべてのリクエストについての
代表的なサンプルを示します。サンプルレートは 1 秒あたり 1 回のリクエストで、追加リクエストの 5％
です。

Note
関数の X-Ray サンプルレートは設定することはできません。
X-Ray では、トレースは 1 つ以上のサービスによって処理されるリクエストに関する情報を記録しま
す。サービスは、サブセグメントのレイヤーを含むセグメントを記録します。Lambda は、Lambda サー
ビスのセグメントと、関数によって行われた作業用のセグメントを記録します。関数セグメントには
Initialization、Invocation および Overhead のサブセグメントが含まれます。詳細については、
Lambda 実行環境のライフサイクル (p. 103)を参照してください。
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Initialization サブセグメントは、Lambda 実行環境ライフサイクルの初期フェーズを表します。この
フェーズ中、Lambda は、設定したリソースを使用して実行環境を作成またはフリーズ解除し、関数コー
ドとすべてのレイヤーをダウンロードして、拡張機能とランタイムの初期化、関数の初期化コードを実行
します。
Invocation サブセグメントは呼び出しフェーズを現し、Lambda は関数ハンドラーを呼び出します。こ
れはランタイムと拡張機能の登録から始まり、ランタイムが応答を送信する準備ができたら完了します。
Overhead サブセグメントは、ランタイムが応答を送信してから、次の呼び出しのシグナルを送信するま
での間に発生するフェーズを表します。この間、ランタイムは呼び出しに関連するすべてのタスクを終了
し、サンドボックスをフリーズする準備をします。

Note
Lambda 関数がプロビジョニングされた同時実行 (p. 189)である場合、X-Ray トレースは、非常に
長い期間、関数の初期化を表示することがあります。
プロビジョニングされた同時実行は、関数インスタンスを事前に初期化して、呼び出し時の遅延
を減らします。時間が経つにつれて、プロビジョニングされた同時実行は、新しいインスタンス
を作成して古いインスタンスから置き換えることで、これらのインスタンスを更新します。トラ
フィックが安定しているワークロードの場合、新しいインスタンスは最初の呼び出しの前に、十
分に初期化されます。時間のずれは、初期化の継続時間として X-Ray トレースに記録されます。

Important
Lambda では、X-Ray SDK を使用して、ダウンストリーム呼び出し、注釈、およびメタデータ用
の追加のサブセグメントで、Invocation サブセグメントを拡張できます。関数セグメントに直
接アクセスしたり、ハンドラーの呼び出しスコープの外で行われた作業を記録したりすることは
できません。
Lambda のトレースに関する各言語での概要については、次のトピックを参照してください。
• AWS Lambda での Node.js コードの作成 (p. 313)
• AWS Lambda での Python コードの作成 (p. 358)
• AWS Lambda での Ruby の作成 (p. 384)
• AWS Lambda での Java コードの作成 (p. 421)
• AWS Lambda での Go コードの作成 (p. 456)
• AWS Lambda での C# コードの作成 (p. 489)
アクティブなインストルメンテーションをサポートするサービスの詳細なリストについては、AWS X-Ray
デベロッパーガイドの Supported AWS services を参照してください。
セクション
• 実行ロールのアクセス許可 (p. 732)
• AWS X-Ray デーモン (p. 733)
• Lambda API でのアクティブトレースの有効化 (p. 733)
• AWS CloudFormation でのアクティブトレースの有効化 (p. 733)

実行ロールのアクセス許可
Lambda には、トレースデータを X-Ray に送信するために次のアクセス許可が必要です。これを関数の実
行ロール (p. 53)に追加します。
• xray:PutTraceSegments
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• xray:PutTelemetryRecords
これらのアクセス許可は、AWSXRayDaemonWriteAccess 管理ポリシーに含まれています。

AWS X-Ray デーモン
トレースデータを X-Ray API に直接送信する代わりに、X-Ray SDK はデーモンプロセスを使用しま
す。AWS X-Ray デーモンは、Lambda 環境で実行され、セグメントとサブセグメントを含む UDP トラ
フィックをリッスンするアプリケーションです。受信データをバッファリングし、バッチで X-Ray に書き
込みます。これにより、呼び出しのトレースに必要な処理とメモリのオーバーヘッドが削減されます。
Lambda ランタイムでは、デーモンは関数の設定されているメモリの 3% または 16 MB のいずれか大きい
方まで使用することができます。呼び出し中に関数のメモリが不足すると、ランタイムはデーモンプロセ
スを最初に終了してメモリを解放します。
デーモンプロセスは、Lambda によるフルマネージドプロセスであり、ユーザーが設定することはできま
せん。関数呼び出しによって生成されたすべてのセグメントは、Lambda 関数と同じアカウントに記録さ
れます。デーモンは、他のアカウントにリダイレクトするように設定できません。
詳細については、X-Ray デベロッパーガイド の The X-Ray daemon を参照してください。

Lambda API でのアクティブトレースの有効化
AWS CLI または AWS SDK を使用してトレース設定を管理するには、以下の API オペレーションを使用
します。
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• GetFunctionConfiguration (p. 1001)
• CreateFunction (p. 938)
以下の例の AWS CLI コマンドは、my-function という名前の関数に対するアクティブトレースを有効にし
ます。
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active

トレースモードは、関数のバージョンを公開するときのバージョン固有の設定の一部です。公開後のバー
ジョンのトレースモードを変更することはできません。

AWS CloudFormation でのアクティブトレースの有効
化
AWS CloudFormation テンプレート内で AWS::Lambda::Function リソースに対するアクティブトレー
スを有効化するには、TracingConfig プロパティを使用します。

Example function-inline.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
TracingConfig:
Mode: Active
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...

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) AWS::Serverless::Function リソースに、Tracing
プロパティを使用します。

Example template.yml － トレース設定
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Tracing: Active
...
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Lambda アプリケーションのモニタ
リングとトラブルシューティング
AWS Lambda は他の AWS サービスとの統合により、Lambda 関数のモニタリングおよびトラブル
シューティングに役立ちます。Lambda はユーザーの代わりに自動的に Lambda 関数をモニタリング
し、Amazon CloudWatch を通じてメトリクスを報告します。Lambda は、コードを実行する際のコードの
モニタリングに役立つように、リクエストの数、リクエストあたりの呼び出し時間、エラーとなったリク
エストの数を自動的に追跡します。
他の AWS サービスを使用して、Lambda 関数のトラブルシューティングを行うことができます。このセ
クションでは、これらの AWS サービスを使用して、Lambda 関数とアプリケーションのモニタリング、
トレース、デバッグ、トラブルシューティングを行う方法について説明します。
Lambda アプリケーションのモニタリングの詳細については、Lambda 操作ガイドの「モニタリングと可
観測性」を参照してください。
セクション
• Lambda コンソールでの関数のモニタリング (p. 736)
• Amazon CloudWatch での Lambda Insights の使用 (p. 738)
• Lambda 関数のメトリクスの使用 (p. 744)
• AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs へのアクセス (p. 747)
• Lambda 関数での CodeGuru Profiler の使用 (p. 748)
• 他の AWS サービスを使用するワークフローの例 (p. 750)
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Lambda コンソールでの関数のモニタリング
Lambda はお客様の代わりに関数をモニタリングし、Amazon CloudWatch にメトリクスを送信しま
す。Lambda コンソールにより、これらのメトリクスのモニタリンググラフが作成され、各 Lambda 関数
の [Monitoring] (モニタリング) ページに表示されます。
このページでは、総リクエスト数、期間、エラー率など、Lambda コンソールを使用して関数メトリクス
を表示する方法の基礎知識について説明します。

Pricing
CloudWatch では、無期限の無料利用枠をご利用いただけます。無料利用枠の限度を超えた場合、メトリ
クス、ダッシュボード、アラーム、ログ、インサイトに対する CloudWatch 料金が発生します。詳細につ
いては、「Amazon CloudWatch の料金」を参照してください。

Lambda コンソールの使用
Lambda コンソールで Lambda 関数とアプリケーションをモニタリングできます。

関数をモニタリングするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[Monitor] (モニタリング) タブを選択します。

モニタリンググラフのタイプ
次のセクションでは、Lambda コンソールのモニタリンググラフについて説明します。

Lambda モニタリンググラフ
• 呼び出し － 関数が呼び出された回数。
• 期間 - 関数コードがイベントの処理に費やす時間の平均、最小、最大。
• エラー数と成功率 (%) － エラーの数とエラーなしで完了した呼び出しの割合 (%)。
• スロットル － 同時実行制限により失敗した呼び出し回数。
• IteratorAge － ストリームイベントソースの場合、Lambda がそれを受け取って関数を呼び出したときの
バッチ内の最後の項目の経過日数。
• 非同期配信エラー － 送信先キューまたはデッドレターキューへの書き込みを Lambda が試みたときに
発生したエラーの数。
• 同時実行 － イベントを処理している関数インスタンスの数。

Lambda コンソールでのグラフの表示
次のセクションでは、Lambda コンソールで CloudWatch モニタリンググラフを表示し、CloudWatch メト
リクスダッシュボードを開く方法について説明します。

関数のモニタリンググラフを表示するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

736

AWS Lambda デベロッパーガイド
CloudWatch Logs コンソールでのクエリの表示

3.

[Monitor] (モニタリング) タブを選択します。

4.

[メトリクス]、[ログ]、または [トレース]タブで、定義済みの時間範囲から選択するか、カスタムの時
間範囲を選択します。
CloudWatch でグラフの定義を確認するには、縦に 3 つ並んだドット ([ウィジェットのアクション]) を
選択し、[メトリクスで表示] を選択して CloudWatch コンソールで [メトリクス] ダッシュボードを開
きます。

5.

CloudWatch Logs コンソールでのクエリの表示
次のセクションでは、CloudWatch Logs Insights から CloudWatch Logs コンソール上のカスタムダッシュ
ボードにレポートを表示および追加する方法について説明します。

関数のレポートを表示するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.
4.

[Monitor] (モニタリング) タブを選択します。
[CloudWatch のログを表示] を選択します。

5.
6.

[View in Logs Insights] (Logs Insights で表示) を選択します。
定義済みの時間範囲から選択するか、カスタムの時間範囲を選択します。

7.
8.

[Run query] (クエリの実行) を選択します。
(オプション) [Save] (保存) を選択します。

次のステップ
• Lambda が記録し、CloudWatch に送信するメトリクスについては、「Lambda 関数のメトリクスの使
用 (p. 744)」を参照してください。
• CloudWatch Lambda Insights を使用して、Lambda 関数のランタイムパフォーマンスメトリクスとログ
を収集および集計する方法については、Amazon CloudWatch での Lambda Insights の使用 (p. 738) を
参照してください。
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Amazon CloudWatch での Lambda Insights の使用
Amazon CloudWatch Lambda Insights は、サーバーレスアプリケーションの Lambda 関数ランタイムパ
フォーマンスメトリクスとログを収集および集計します。このページでは、Lambda Insights を有効にし
て Lambda 関数に関する問題の診断に使用する方法について説明します。
セクション
• Lambda Insights によるサーバーレスアプリケーションのモニタリング方法 (p. 738)
• Pricing (p. 738)
• ランタイムのサポート (p. 738)
• Lambda コンソールで Lambda Insights を有効にする (p. 738)
• Lambda Insights をプログラムで有効にする (p. 739)
• Lambda Insights ダッシュボードの使用 (p. 739)
• 関数の異常を検出するワークフローの例 (p. 741)
• クエリを使用して関数のトラブルシューティングを行うワークフローの例 (p. 742)
• 次のステップ (p. 737)

Lambda Insights によるサーバーレスアプリケーショ
ンのモニタリング方法
CloudWatch Lambda Insights は、 で実行されているサーバーレスアプリケーション用のモニタリングお
よびトラブルシューティングソリューションですAWS Lambda このソリューションでは、CPU 時間、メ
モリ、ディスク、ネットワーク使用率などのシステムレベルのメトリクスが収集、集約、要約されます。
また、コールドスタートや Lambda ワーカーシャットダウンなどの診断情報が収集、集約、要約されるた
め、Lambda 関数に関する問題を特定し、迅速に解決できます。
Lambda Insights は、Lambda レイヤー (p. 161)として提供される新しい CloudWatch Lambda 拡張機能を
使用します。この拡張機能を、サポートされているランタイムで、Lambda 関数で有効にすると、システ
ムレベルのメトリクスが収集され、その Lambda 関数の呼び出しごとに 1 つのパフォーマンスログイベン
トが発生します。CloudWatch は、埋め込みメトリクスフォーマットを使用して、ログイベントからメト
リクスを抽出します。詳細については、「AWS Lambda 拡張機能の使用」を参照してください。
Lambda Insights レイヤーは、/aws/lambda-insights/ ロググループ用に CreateLogStream および
PutLogEvents を拡張します。

Pricing
Lambda 関数に対して Lambda Insights を有効にすると、Lambda Insights は関数ごとに 8 つのメトリック
スを報告し、関数呼び出しごとに約 1 KB のログデータが CloudWatch に送信されます。料金は、Lambda
Insights によって関数に関してレポートされたメトリックスとログに対してのみ発生します。最低料金や
サービス使用義務はありません。関数が呼び出されない場合、Lambda Insights に対する支払いはありま
せん。料金の例については、Amazon CloudWatch の料金を参照してください。

ランタイムのサポート
Lambda Insights は、Lambda 拡張機能 (p. 104)をサポートする任意のランタイムで使用できます。

Lambda コンソールで Lambda Insights を有効にする
新規および既存の Lambda 関数で、Lambda Insights 拡張モニタリングを有効にできます。サ
ポートされているランタイムの Lambda コンソールの関数で Lambda Insights を有効にする
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と、Lambda は Lambda Insights 拡張機能をレイヤーとして関数に追加し、関数の実行ロールに必要な
CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy ポリシーを検証するか、アタッチしようとしま
す。

Lambda コンソールで Lambda Insights を有効にするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[設定] タブを選択します。

4.

[Monitoring tools] ペインで、[Edit] を選択します。

5.

[Lambda Insights]で、[Enhanced monitoring (拡張モニタリング)] をオンにします。

6.

[Save] を選択します。

Lambda Insights をプログラムで有効にする
Lambda Insights は、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS Serverless Application Model
(SAM) CLI、AWS CloudFormation、または、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)を使用して有効に
することもできます。Lambda Insights を、プログラムを使って、サポートされているランタイムの関数
で有効にすると、CloudWatch は、CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy ポリシーを
関数の実行ロールにアタッチします。
詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの Lambda Insights を使用するを参照してくださ
い。

Lambda Insights ダッシュボードの使用
Lambda Insights のダッシュボードには、CloudWatch コンソールに multi-function overview と singlefunction view という 2 つの画面があります。multi-function overview では、現在の AWS アカウントと
リージョンの Lambda 関数のランタイムメトリクスが集計されます。single-function view では、単一の
Lambda 関数で使用可能なランタイムメトリクスが表示されます。
Lambda Insights ダッシュボードの CloudWatch コンソールにある multi-function overview を使用して、
使用率の高い Lambda 関数と使用率の低い Lambda 関数を識別できます。Lambda Insights ダッシュボー
ドの CloudWatch コンソールにある single-function view を使用して、個々のリクエストのトラブルシュー
ティングを行うことができます。

すべての関数のランタイムメトリクスを表示するには
1.

CloudWatch コンソールで [Multi-function (複数の関数)] ページを開きます。

2.

定義済みの時間範囲から選択するか、カスタムの時間範囲を選択します。

3.

(オプション) CloudWatch ダッシュボードにウィジェットを追加するには、[Add to dashboard (ダッ
シュボードに追加)] を選択します。
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1 つの関数のランタイムメトリクスを表示するには
1.

CloudWatch コンソールで [Single-function (単一の関数)] ページを開きます。

2.

定義済みの時間範囲から選択するか、カスタムの時間範囲を選択します。

3.

(オプション) CloudWatch ダッシュボードにウィジェットを追加するには、[Add to dashboard (ダッ
シュボードに追加)] を選択します。

詳細については、CloudWatch ダッシュボードでのウィジェットの作成と操作を参照してください。
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関数の異常を検出するワークフローの例
Lambda Insights ダッシュボードの multi-function overview を使用して、関数でのコンピュートメモリの異
常を特定および検出できます。例えば、multi-function overview で、関数が大量のメモリを使用しているこ
とが示されている場合、[Memory Usage] ペインで詳細なメモリ使用率メトリクスを表示できます。その
後、[Metrics] ダッシュボードに移動して、異常検出を有効にするか、アラームを作成できます。

関数の異常検出を有効にするには
1.

CloudWatch コンソールで [Multi-function (複数の関数)] ページを開きます。

2.

[Function summary] で、関数の名前を選択します。
single-function view が開き、関数のランタイムメトリクスが表示されます。

3.

[Memory Usage] ペインで、3 つの縦のドットを選択し、[View in metrics] を選択して [Metrics] ダッ
シュボードを開きます。

4.

[Graphed Metrics] タブの [Actions] 列で、最初のアイコンを選択して関数の異常検出を有効にします。
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詳細については、CloudWatch の異常検出の使用方法を参照してください。

クエリを使用して関数のトラブルシューティングを行
うワークフローの例
Lambda Insights ダッシュボードの single-function view を使用して、関数の所要時間が急増する根本原
因を特定できます。例えば、multi-function overview で関数の所要時間が大きく増加している場合は、
[Duration] ペインで一時停止するか、各関数を選択して、どの関数が増加の原因になっているかを判断でき
ます。次に、single-function view に移動し、[Application logs] を確認して、根本原因を特定できます。

関数に対してクエリを実行するには
1.

CloudWatch コンソールで [Multi-function (複数の関数)] ページを開きます。

2.

[Duration] ペインで、所要時間メトリクスをフィルタリングする関数を選択します。

3.

[Single-function (単独の関数)] ページを開きます。

4.

[Filter metrics by function name] ドロップダウンリストを選択し、関数を選択します。

5.

[Most recent 1000 application logs] を表示するには、[Application logs] タブを選択します。

6.

[Timestamp] と [Message] を確認し、トラブルシューティングを行う呼び出しリクエストを特定しま
す。

7.

最新の 1000 の呼び出し] を表示するには、[Invocations (呼び出し)] タブを選択します。
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8.

トラブルシューティングを行う呼び出しリクエストの [Timestamp] または [Message] を選択します。

9.

[View logs] ドロップダウンリストを選択し、[View performance logs] を選択します。
関数の自動生成されたクエリが [Logs Insights] ダッシュボードで開きます。

10. [Run query] を選択して、呼び出しリクエストの [Logs] メッセージを生成します。

次のステップ
• CloudWatch Logs ダッシュボードの作成方法については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの
Create a Dashboard を参照してください。
• CloudWatch Logs ダッシュボードにクエリを追加する方法については、Amazon CloudWatch ユーザー
ガイドの Add Query to Dashboard or Export Query Results を参照してください。
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Lambda 関数のメトリクスの使用
AWS Lambda 関数がイベントの処理を終了すると、Lambda は呼び出しに関するメトリクスを Amazon
CloudWatch に送信します。これらのメトリクスについては料金は発生しません。
CloudWatch コンソールでは、これらのメトリクスを使用してグラフとダッシュボードを作成できます。
使用率、パフォーマンス、エラー率の変化に対応するようにアラームを設定できます。Lambda は、メト
リクスデータを 1 分間隔で CloudWatch に送信します。Lambda 関数について直ちに把握したい場合は、
高解像度のカスタムメトリクスを作成できます。料金は、カスタムメトリクスと CloudWatch アラームに
対して適用されます。詳細については、「CloudWatch 料金表」を参照してください。
このページでは、CloudWatch コンソールで使用可能な Lambda 関数の呼び出し、パフォーマンス、およ
び同時実行のメトリクスについて説明します。
セクション
• CloudWatch コンソールでのメトリクスの表示 (p. 744)
• メトリクスの種類 (p. 744)

CloudWatch コンソールでのメトリクスの表示
CloudWatch コンソールを使用して、関数名、エイリアス、またはバージョンで関数メトリクスをフィル
ターおよびソートできます。

CloudWatch コンソールでメトリクスを表示するには
1.

CloudWatch コンソールで [Metrics] (メトリクス) ページ (AWS/Lambda 名前空間) を開きます。

2.

ディメンションを選択します。
• 関数名を基準 (FunctionName) - 関数のすべてのバージョンおよびエイリアスの集計メトリクスを
表示します。
• リソースを基準 (Resource) - 関数のバージョンまたはエイリアスのメトリクスを表示します。
• 実行バージョンを基準 (ExecutedVersion) - エイリアスおよびバージョンの組み合わせのメト
リクスを表示します。ExecutedVersion ディメンションを使用して、両方とも加重エイリア
ス (p. 181)のターゲットである 2 つのバージョンの関数のエラー率を比較します。
• 全関数 (なし) - 現在の AWS リージョン内のすべての関数の集計メトリクスを表示します。

3.

メトリクスを選択してグラフに追加します。

デフォルトでは、グラフはすべてのメトリクスで Sum 統計を使用します。別の統計を選択してグラフをカ
スタマイズするには、[Graphed metrics] タブのオプションを使用します。

Note
メトリクスのタイムスタンプには、関数が呼び出された時間が反映されます。呼び出し時間に
よっては、数分後にメトリクスが生成される場合があります。例えば、関数のタイムアウトが 10
分の場合は、正確なメトリクスを得るために過去 10 分以上を確認します。
Amazon CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

メトリクスの種類
次のセクションでは、CloudWatch コンソールで使用できるメトリクスのタイプについて説明します。
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呼び出しメトリクスの使用
呼び出しメトリクスは、呼び出しの結果を示すバイナリインジケータです。例えば、関数がエラーを返し
た場合、Lambda は値 1 の Errors メトリクスを送信します。1 分ごとに発生した関数エラーの数を取得
するには、1 分間の Errors メトリクスの Sum を表示します。
Sum 統計と共に、次のメトリクスを表示します。

呼び出しメトリクス
• Invocations – 関数コードが呼び出された回数 (成功した呼び出しや関数エラーが発生した呼び出しを
含む)。呼び出しリクエストがスロットリングされた場合、呼び出しは記録されません。それ以外の場合
は、呼び出しエラーになります。これは、請求対象リクエストの数に等しくなります。
• Errors - 関数エラーが発生した呼び出しの数。関数エラーには、コードによってスローされた例
外と、Lambda ランタイムによってスローされた例外が含まれます。ランタイムは、タイムアウ
トや設定エラーなどの問題に対してエラーを返します。エラー率を計算するには、Errors の値を
Invocations の値で割ります。エラーメトリクスのタイムスタンプは、エラーが発生した時点ではな
く、関数が呼び出された時間を反映していることに注意してください。
• DeadLetterErrors – 非同期呼び出し (p. 235)の場合、Lambda がイベントをデッドレターキューに
送信しようとしたが、失敗した回数。デッドレターエラーは、アクセス許可エラー、リソースの設定ミ
ス、またはサイズ制限が原因で発生する可能性があります。
• DestinationDeliveryFailures - 非同期呼び出しの場合、Lambda がイベントを送信先 (p. 19)に送
信しようとしたが、失敗した回数。配信エラーは、アクセス許可エラー、リソースの設定ミス、または
サイズ制限が原因で発生する可能性があります。
• Throttles - スロットリングされた呼び出しリクエストの数。すべての関数インスタン
スがリクエストを処理していて、スケールアップできる同時実行がない場合、Lambda は
TooManyRequestsException エラーを出して追加のリクエストを拒否します。スロットリングされ
たリクエストやその他の呼び出しエラーは、Invocations または Errors としてカウントされませ
ん。
• ProvisionedConcurrencyInvocations - プロビジョニングされた同時実行 (p. 186)で関数コードが
呼び出された回数。
• ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations - プロビジョニングされたすべての同時実行が
使用されているときに、標準同時実行で関数コードが呼び出された回数。

パフォーマンスメトリクスの使用
パフォーマンスメトリクスは、単一の呼び出しに関するパフォーマンスの詳細を提供します。たとえ
ば、Duration メトリクスは、関数がイベントの処理に費やす時間をミリ秒単位で示します。関数がイベ
ントを処理する速度を把握するには、Average または Max 統計を使用してこれらのメトリクスを表示し
ます。

パフォーマンスメトリクス
• Duration - 関数コードがイベントの処理に費やす時間。呼び出しの請求期間は、最も近いミリ秒に切
り上げた Duration の値です。
• PostRuntimeExtensionsDuration - 関数コードの完了後、拡張のためにランタイムがコードの実行
に費やした累積時間。
• IteratorAge - ストリームから読み取るイベントソースマッピング (p. 243)の場合、イベントの最後の
レコードの所要時間。所要時間は、ストリーミングがレコードを受信し、イベントソースマッピングが
イベントを関数に送信するまでの時間です。
• OffsetLag - セルフマネージド Apache Kafka および Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
(Amazon MSK) イベントソースの場合、トピックに書き込まれた最後のレコードと Lambda 関数が処理
した最後のレコードとのオフセットの差分。Kafka トピックは複数のパーティションを持つことができ
ますが、このメトリクスはトピックレベルでのオフセット遅延を測定します。
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Duration は、パーセンタイル統計もサポートしています。平均統計と最大統計を歪める外れ値を除外す
るには、パーセンタイルを使用します。例えば、p95 統計は、呼び出しの 95% の最大所要時間を示しま
す。ただし、最も遅い 5% は除きます。

同時実行メトリクスの使用
Lambda は、関数、バージョン、エイリアス、または AWS リージョン全体でイベントを処理するインス
タンスの総数として同時実行メトリクスを報告します。同時実行の制限に達するまであとどれくらいかを
確認するには、Max 統計とともにこれらのメトリクスを表示します。

同時実行メトリクス
• ConcurrentExecutions - イベントを処理している関数インスタンスの数。この数値がリージョ
ンの同時実行クォータ (p. 818)、または関数で設定した予約済み同時実行制限 (p. 186)に達する
と、Lambda は追加の呼び出しリクエストをスロットリングします。
• ProvisionedConcurrentExecutions - プロビジョニングされた同時実行 (p. 186)でイベントを処
理している関数インスタンスの数。プロビジョニングされた同時実行数を割り当てたエイリアスまたは
バージョンの呼び出しごとに、Lambda は現在のカウントを出力します。
• ProvisionedConcurrencyUtilization - バージョンまたはエイリアスの場
合、ProvisionedConcurrentExecutions の値を、割り当て済みのプロビジョニングされた同時実
行の合計量で割った値。たとえば、.5 は、割り当て済みのプロビジョニングされた同時実行数の 50%
が使用中であることを示します。
• UnreservedConcurrentExecutions – リージョンの場合、同時実行が予約されていない関数によっ
て処理されているイベントの数。
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AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs へのア
クセス
AWS Lambda は、ユーザーに代わって Lambda 関数を自動でモニタリングし、Amazon CloudWatch から
メトリクスを報告します。関数の失敗のトラブルシューティングに役立つように、アクセス許可を設定し
た後、Lambda は関数で処理されたすべてのリクエストをログに記録し、Amazon CloudWatch Logs を通
じて、コードで生成されたログを自動的に保存します。
コードが正常に動作しているかどうかを検証できるように、ログ記録ステートメントをコードに挿入でき
ます。Lambda は、CloudWatch Logs と自動的に統合し、コードのすべてのログを、Lambda 関数に関連
付けられた CloudWatch Logs グループにプッシュします。これらは、/aws/lambda/<function name> と
いう名前が付けられています。
Lambda 関数のログは、Lambda コンソール、CloudWatch コンソール、AWS Command Line
Interface(AWS CLI)、または CloudWatch API を使って表示することができます。このページで
は、Lambda コンソールを使ってログを表示する方法について説明します。

Note
関数の呼び出し後にログが表示されるまで、5～10 分かかることがあります。
セクション
• 前提条件 (p. 747)
• 料金 (p. 747)
• Lambda コンソールの使用 (p. 747)
• AWS CLI の使用 (p. 748)
• 次のステップ (p. 748)

前提条件
実行ロール (p. 53)には、ログを CloudWatch Logs にアップロードするためのアクセス権限が必要で
す。CloudWatch Logs のアクセス許可は、Lambda が付与する AWSLambdaBasicExecutionRoleAWS
管理ポリシーを使って追加します。このポリシーをロールに割り当てるには、次のコマンドを実行しま
す。
aws iam attach-role-policy --role-name your-role --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole

詳細については、「Lambda 機能の AWS マネージドポリシー (p. 55)」を参照してください。

料金
Lambda ログの使用には追加料金は発生しませんが、標準の CloudWatch Logs 料金が適用されます。詳細
については、「CloudWatch 料金表」を参照してください。

Lambda コンソールの使用
Lambda コンソールを使用してログを表示するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
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2.

関数を選択します。

3.

[モニター] を選択します。

4.

[CloudWatch のログを表示] を選択します。

AWS CLI の使用
コードが期待どおりに動作していることをデバッグして検証するには、プログラミング言語の標準ログ機
能を使用してログを出力します。Lambda ランタイムは、関数のログ出力を CloudWatch Logs にアップ
ロードします。言語固有の手順については、以下のトピックをご参照ください。
• Node.js の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 304)
• Python の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 349)
• Ruby の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 375)
• Java の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 409)
• Go の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 447)
• C# での Lambda 関数のログ記録 (p. 479)
• PowerShell の AWS Lambda 関数ログ作成 (p. 500)

次のステップ
• ロググループ、および、CloudWatch コンソールを通じてロググループにアクセスする方法の詳細につ
いては、Amazon CloudWatch ユーザーガイドのシステム、アプリケーション、カスタムログファイル
のモニタリングを参照してください。

Lambda 関数での CodeGuru Profiler の使用
Amazon CodeGuru Profiler を使用して、Lambda 関数のランタイムパフォーマンスに関するインサイトを
得ることができます。このページでは、Lambda コンソールから CodeGuru Profiler を有効化する方法につ
いて説明します。
セクション
• ランタイムのサポート (p. 748)
• Lambda コンソールから CodeGuru Profiler を有効化する (p. 749)
• Lambda コンソールから CodeGuru Profiler を有効化するとどうなりますか。 (p. 749)
• 次のステップ (p. 749)

ランタイムのサポート
関数のランタイムが Python3.8、Python3.9、Amazon Linux 2 の Java 8、または Java 11 の場合
は、Lambda コンソールから CodeGuru Profiler を有効化できます。追加のランタイムバージョンについて
は、CodeGuru Profiler を手動で有効化できます。
• Java ランタイムについては、「AWS Lambda で実行される Java アプリケーションをプロファイリング
する」を参照してください。
• Python ランタイムについては、「AWS Lambda で実行される Python アプリケーションをプロファイリ
ングする」を参照してください。
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Lambda コンソールから CodeGuru Profiler を有効化
する
このセクションでは Lambda コンソールから CodeGuru Profiler を有効化する方法について説明します。

Lambda コンソールから CodeGuru Profiler を有効化するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[設定] タブを選択します。

4.

[Monitoring and operations tools] (モニタリングおよびオペレーションツール) ペインで、[編集] を選択
します。

5.

[Amazon CodeGuru Profiler] で、[コードプロファイリング] をオンにします。

6.

[Save] を選択します。

有効化すると、CodeGuru は aws-lambda-<your-function-name> という名前のプロファイラーグ
ループを自動的に作成します。CodeGuru コンソールから、名前を変更することができます。

Lambda コンソールから CodeGuru Profiler を有効化
するとどうなりますか。
コンソールから CodeGuru Profiler を有効化すると、Lambda はユーザーに代わって次の処理を自動的に行
います。
• Lambda は、CodeGuru Profiler レイヤーを関数に追加します。詳細については、Amazon CodeGuru
Profiler ユーザーガイドの「AWS Lambda レイヤーを使用する」を参照してください。
• Lambda は、環境変数を関数に追加します。正確な値は、ランタイムによって異なります。

環境変数
ランタイム

キー

値

java8.al2、java11

JAVA_TOOL_OPTIONS

-javaagent:/opt/
codeguru-profiler-javaagent-standalone.jar

python3.8、python3.9

AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER

/opt/
codeguru_profiler_lambda_exec

• Lambda は、AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess ポリシーを関数の実行ロールに追加します。

Note
コンソールから CodeGuru Profiler を無効化すると、Lambda は CodeGuru
Profiler レイヤーと環境変数を関数から自動的に削除します。ただし、Lambda は
AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess ポリシーを実行ロールから削除しません。

次のステップ
• プロファイリンググループが収集するデータの詳細については、Amazon CodeGuru Profiler ユーザーガ
イドの「視覚化を使用する」を参照してください。
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他の AWS サービスを使用するワークフローの例
AWS Lambda は他の AWS のサービスと統合させることで、Lambda 関数のモニタリング、トレース、
デバッグ、トラブルシューティングに使用できます。このページでは、AWS X-Ray、AWS Trusted
Advisor、CloudWatch ServiceLens を使用して Lambda 関数をトレースおよびトラブルシューティングす
るワークフローについて説明します。
セクション
• Prerequisites (p. 750)
• Pricing (p. 751)
• サービスマップを表示する AWS X-Ray ワークフローの例 (p. 751)
• トレースの詳細を表示する AWS X-Ray ワークフローの例 (p. 751)
• 推奨事項を表示するための AWS Trusted Advisor ワークフローの例 (p. 752)
• 次のステップ (p. 753)

Prerequisites
次のセクションでは、AWS X-Ray と Trusted Advisor を使って Lambda 関数をトラブルシューティングす
る手順について説明します。

AWS X-Ray を使用する
このページの AWS X-Ray ワークフローを完成させるには、AWS X-Ray が Lambda コンソールで有効に
なっている必要があります。実行ロールに必要なアクセス権限がない場合、Lambda コンソールは、その
アクセス権限の当該実行ロールへの追加を試みます。

Lambda コンソールで AWS X-Ray を有効にするには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[設定] タブを選択します。

4.

[Monitoring tools] ペインで、[Edit] を選択します。

5.

AWS X-Ray で、[Active tracing] (アクティブトレース) をオンにします。

6.

[Save] を選択します。

AWS Trusted Advisor を使用する
AWS Trusted Advisor は、AWS 環境を検査し、コストを節約し、システムの可用性とパフォーマンスを改
善し、セキュリティギャップを埋めるのに役立つ方法についての推奨事項を提示します。Trusted Advisor
チェックを使用して、AWS アカウントの Lambda 関数とアプリケーションを評価します。チェックは、
実行する推奨手順と詳細情報のリソースを提供します。
• AWS チェックのための Trusted Advisor サポートプランの詳細については、「サポートプラン」をご参
照ください。
• Lambda のチェックの詳細については、AWS Trusted Advisor のベストプラクティスのチェックリス
トを参照してください。
• Trusted Advisor コンソールの使用方法の詳細については、「AWS Trusted Advisor の開始方法」をご参
照ください。
• コンソールアクセスを Trusted Advisor に許可および拒否する方法については、「IAM ポリシーの例」を
ご参照ください。
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Pricing
• 記録、取得、およびスキャンされたトレースの数に基づいて、AWS X-Ray を使用した分のみ料金が発生
します。詳細については、AWS X-Ray 料金を参照してください。
• Trusted Advisor Business および Enterprise サポートサブスクリプションには、AWS コスト最適化
チェックが含まれています。詳細については、AWS Trusted Advisor 料金を参照してください。

サービスマップを表示する AWS X-Ray ワークフロー
の例
AWS X-Ray を有効にしている場合、CloudWatch コンソールに ServiceLens サービスマップを表示できま
す。サービスマップには、サービスエンドポイントとリソースがノードとして表示され、各ノードとその
接続のトラフィック、レイテンシー、およびエラーがハイライトされます。
ノードを選択すると、サービスのその部分に関連付けられた相関メトリクス、ログ、およびトレースに関
する詳細なインサイトを表示できます。これにより、問題とそのアプリケーションへの影響を調査できま
す。

CloudWatch コンソールを使用してサービスマップとトレースを表示するには
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

関数を選択します。

3.

[モニタリング] を選択します。

4.

[View traces in X-Ray] (X-Ray のトレースを表示) を選択します。

5.

[Service map] (サービスマップ) を選択します。

6.

定義済みの時間範囲から選択するか、カスタムの時間範囲を選択します。

7.

リクエストのトラブルシューティングを行うには、フィルターを選択します。

トレースの詳細を表示する AWS X-Ray ワークフロー
の例
AWS X-Ray が有効になっている場合、CloudWatch Lambda Insights のダッシュボードの single-function
view を使用して、関数呼び出しエラーの分散トレースデータを表示することができます。例えば、アプリ
ケーションログメッセージにエラーが表示された場合は、ServiceLens トレースビューを開いて、分散ト
レースデータとトランザクションを処理するその他のサービスを表示できます。

関数のトレース詳細を表示するには
1.

CloudWatch コンソールで [Single-function view(単一関数ビュー)] を開きます。

2.

[Application logs] (アプリケーションログ) タブを選択します。

3.

[Timestamp] (タイムスタンプ) または [Message] (メッセージ) を使用し、トラブルシューティングを
行う呼び出しリクエストを特定します。

4.

[Most recent 1000 invocations] を表示するには、[Invocations] タブを選択します。
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5.

[Request ID] (リクエスト ID) 列を選択して、エントリをアルファベットの昇順でソートします。

6.

[Trace] (トレース) 列で、[View] (表示) を選択します。
ServiceLens トレースビューで [Trace details] (トレースの詳細) ページが開きます。

推奨事項を表示するための AWS Trusted Advisor ワー
クフローの例
Trusted Advisor はすべての AWS リージョンの Lambda 関数をチェックして、潜在的に最も多くコストを
節約できる関数を特定し、最適化のための実用的な推奨事項を提供します。関数の実行時間、請求期間、
使用済みメモリ、設定済みメモリ、タイムアウト設定、エラーなどの Lambda の使用状況データを分析し
ます。
例えば、エラー率の高い Lambda 関数チェックでは、AWS X-Ray または CloudWatch を使用して
Lambda 関数のエラーを検出することが推奨されます。

エラー率の高い関数をチェックするには
1.

Trusted Advisor コンソールを開きます。

2.

[Cost Optimization] (コスト最適化) カテゴリを選択します。

3.

[AWS Lambda Functions with High Error Rates] (エラー率の高い AWS Lambda 関数) まで下にスク
ロールします。セクションを展開すると、結果と推奨されるアクションが表示されます。
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次のステップ
• トレース、メトリクス、ログ、およびアラームを統合する方法の詳細については、「ServiceLens を使
用してアプリケーションの健全性をモニタリングする」をご参照ください。
• 「ウェブサービスとして Trusted Advisor を使用する」で Trusted Advisor チェックのリストを取得する
方法の詳細をご覧ください。
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AWS Lambda 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ーから利点を得られ
ます。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。共有責任モデルでは、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して説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS 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 Lambda に適用するコンプライアンスプログラムの詳細については、「コン
プライアンスプログラムによる 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 – お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて判断されます。ま
た、お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要
因についても責任を担います。
このドキュメントは、Lambda 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、セキュリティとコンプライアンスの目的を達成するために Lambda を設定する
方法を示します。また、Lambda リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS のサービスの使用
方法についても説明します。
Lambda アプリケーションへのセキュリティ原則の適用の詳細については、Lambda オペレータガイドの
「セキュリティ」を参照してください。
トピック
• AWS Lambdaでのデータ保護 (p. 754)
• Lambda の Identity and Access Management (p. 756)
• AWS Lambda のコンプライアンス検証 (p. 765)
• AWS Lambda での耐障害性 (p. 765)
• でのインフラストラクチャセキュリティAWS Lambda (p. 766)
• AWS Lambda での設定と脆弱性の分析 (p. 766)

AWS Lambdaでのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS Lambdaでのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているよ
うに、AWSは、AWS クラウドのすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を担
います。お客様は、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、使用する AWS のサービス のセキュリティ設定と管理タスクが
含まれます。データプライバシーの詳細については、データプライバシーのよくある質問を参照してく
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 Shared
Responsibility Model and GDPR」(責任共有モデルおよび GDPR) ブログ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、
各ユーザーには、ジョブを遂行するために必要なアクセス許可のみが与えられます。また、次の方法で
データを保護するようお勧めします。
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• 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 以降を推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションをAWSサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使用
します。
• Amazon Macieなどのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用してAWSにアクセスするときに FIPS 140-2 検証済
みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンドポ
イントの詳細については、「Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2」(連邦情報処理規格
(FIPS) 140-2) を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや[名前] フィールドなど自由形式の
フィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または AWS
SDK で Lambda または他の AWS サービスを使用する場合も同様です。名前に使用するタグまたは自由形
式のフィールドに入力したデータは、請求ログまたは診断ログに使用できます。外部サーバーへの URL を
指定する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないことを強くお
勧めします。
セクション
• 転送時の暗号化 (p. 755)
• 保管データ暗号化 (p. 755)

転送時の暗号化
Lambda API エンドポイントでは、HTTPS 経由の安全な接続のみがサポートされます。Lambda リソース
を AWS Management Console、AWS SDK、または Lambda API を使用して管理する場合、すべての通信
は Transport Layer Security (TLS) で暗号化されます。API エンドポイントの一覧は、AWS 全般のリファ
レンスのAWSリージョンとエンドポイントを参照してください。
関数をファイルシステムに接続 (p. 213)すると、Lambda では、すべての接続で転送時の暗号化が使用さ
れます。詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイド の「Amazon EFS でのデータの暗
号化」を参照してください。
環境変数 (p. 172)を使用する場合、コンソール暗号化ヘルパーを有効にして、クライアント側の暗号化で
転送中の環境変数を保護できます。詳細については、「環境変数の保護 (p. 176)」を参照してください。

保管データ暗号化
環境変数 (p. 172)を使用して、Lambda 関数で使用するためにシークレットを安全に保存できま
す。Lambda は、保存時に環境変数を常に暗号化します。デフォルトでは、環境変数は、Lambda がア
カウントに作成する AWS KMS key を使用して暗号化されます。この AWS マネージドキー は、aws/
lambda という名前です。
関数ごとに Lambda を設定して、デフォルトの AWS マネージドキー ではなく、カスタマー管理のキーを
使用して環境変数を暗号化することもできます。詳細については、「環境変数の保護 (p. 176)」を参照し
てください。
Lambda は、デプロイパッケージ (p. 148)やレイヤーアーカイブ (p. 161)を含め、Lambda にアップロード
されるファイルを常に暗号化します。
Amazon CloudWatch Logs と AWS X-Ray は、デフォルトでデータを暗号化し、カスタマーマネージド
キーを使用するように設定できます。詳細については、CloudWatch Logs でのログデータの暗号化およ
びAWS X-Ray でのデータ保護を参照してください。
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Lambda の Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Lambda リソースの
使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS の
サービス です。
トピック
• 対象者 (p. 756)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 756)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 758)
• AWS Lambda で IAM を使用する方法 (p. 760)
• AWS Lambda アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 760)
• AWS Lambda Identity and Access のトラブルシューティング (p. 762)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、Lambda で行う作業によって異なります。
サービスユーザー – ジョブを実行するために Lambda 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 Lambda 機能を使用すると
き、追加のアクセス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すると、管理者から適
切なアクセス許可をリクエストするのに役に立ちます。Lambda の機能にアクセスできない場合は、AWS
Lambda Identity and Access のトラブルシューティング (p. 762) を参照してください。
サービス管理者 - 社内の Lambda リソースを担当している場合は、通常、Lambda に完全にアクセスする
ことができます。サービスのユーザーがどの Lambda 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理
者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要が
あります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。ご自分の会社で Lambda
を使って IAM をいかに使用すべきかの詳細については、AWS Lambda で IAM を使用する方法 (p. 760)
を参照してください。
IAM 管理者 – IAM 管理者は、Lambda へのアクセスを管理するポリシーの、作成方法の詳細を確認する場
合があります。IAM で使用できる Lambda 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、AWS
Lambda アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 760) を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。AWS Management
Console を使用したサインインの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーまたはルー
トユーザーとして AWS Management Console にサインインする」を参照してください。
ユーザーは AWS のルートユーザーもしくは IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることに
よって、認証を受ける (AWS アカウント にサインインする) 必要があります。会社のシングルサインオン
認証を使用したり、Google や Facebook を使用したりしてサインインすることもできます。このような場
合、管理者が事前に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定している必要があります。他の会
社の認証情報を使用して AWS にアクセスした場合、ロールは間接的に割り当てられています。
AWS Management Console に直接サインインするには、パスワードとルートユーザーの E メールまたは
IAM ユーザー名を使用します。ルートユーザーまたは IAM ユーザーのアクセスキーを使用して AWS にプ
ログラムからアクセスできます。AWS では、ユーザーの認証情報を使用してリクエストに暗号的に署名
するための SDK とコマンドラインツールが提供されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエスト
に自分で署名する必要があります。これには、インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコル
である署名バージョン 4 を使用します。リクエストの認証の詳細については、「AWS 全般のリファレン
ス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してください。

756

AWS Lambda デベロッパーガイド
アイデンティティを使用した認証

使用する認証方法を問わず、追加のセキュリティ情報の提供を要求される場合もあります。例えば、AWS
は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧めします。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、AWS 全
般のリファレンスの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカウ
ント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を
持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM
ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテー
ションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要とす
るユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。
IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。
ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「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。
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• 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 Lambda のアクション、リソース、および条件キー」をご参照ください。
• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。
• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、サービスに
よって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集
することはできません。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。
IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
の [principal] (プリンシパル) がどの [resources] (リソース) に対してどのような [conditions] (条件) 下で
[actions] (アクション) を実行できるかということです。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
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は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。
リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
• 許可の境界 - 許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エンティティ (IAM ユー
ザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティに許可の境界を
設定できます。結果として許可される範囲は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとその
許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソー
スベースのポリシーでは、許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否
した場合、許可は無効になります。許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エ
ンティティの許可の境界」を参照してください。
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• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、お客様のビジネスが所有する複数の AWS
アカウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の仕組み」
を参照してください。
• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、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 Lambda で IAM を使用する方法
IAM を使用して Lambda へのアクセスを管理するには、Lambda で使用できる IAM の機能を理解しておく
必要があります。Lambda およびその他の AWS のサービスが IAM とどのように連携するのか、その概要
を把握するには、IAM ユーザーガイドの IAM と連携する AWS のサービスを参照してください。
Lambda で使用する、アクセス許可、ポリシー、およびロールの概要については、Lambda でのアクセス
許可 (p. 52) を参照してください。

AWS Lambda 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、Lambda リソースを作成または変更するアクセス許可
はありません。また、AWS Management Console や AWS CLI、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。
これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM の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. 760)
• Lambda コンソールの使用 (p. 761)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 761)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが Lambda リソースを作成、アクセス、または削除
できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生する
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可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイド
ラインと推奨事項に従ってください。
• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。
• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。
• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可す
ることもできます。詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [IAM JSON policy
elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。
• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。
• 多要素認証 (MFA) を要求する – アカウントで IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナリオ
がある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び出さ
れるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。
IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Lambda コンソールの使用
AWS Lambda コンソールにアクセスするには、一連の最小限のアクセス許可が必要です。これらのアクセ
ス許可により、AWS アカウントの Lambda リソースの詳細をリスト化し表示することができます。最小
限必要なアクセス許可よりも制限されたアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシー
をアタッチしたエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に対してはコンソールが意図したとおりに機能
しません。
関数開発に最小限のアクセスを許可するポリシーの例については、「」を参照してください関数の開
発 (p. 60) Lambda API に加えて、Lambda コンソールでは他のサービスを使用して、トリガーの設定を表
示し、新しいトリガーを追加できるようにします。ユーザーが他のサービスで Lambda を使用する場合
は、それらのサービスにもアクセスする必要があります。Lambda を使用して他のサービスを設定する方
法の詳細については、他のサービスで AWS Lambda を使用する (p. 509) を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
{

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

},
{

}

]

}

"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"

AWS Lambda Identity and Access のトラブルシュー
ティング
次の情報は、Lambda と IAM の使用に伴い発生する可能性のある、一般的な問題の診断や修復に役立ちま
す。
トピック
• Lambda でアクションを実行する権限がない (p. 762)
• iam:PassRole を実行することが認可されていません (p. 763)
• アクセスキーを表示したい (p. 763)
• 管理者として Lambda へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 763)
• 私は管理者ですが、非推奨になる、Lambda の AWS マネージドポリシーから移行したいと考えていま
す。 (p. 764)
• 自分の AWS アカウント以外のユーザーに Lambda リソースへのアクセスを許可したい (p. 764)

Lambda でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行する権限がないと通知された場合、管理者に問い合わ
せ、サポートを依頼する必要があります。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管理
者です。
以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、関数の詳細を表示しようと
しているが、lambda:GetFunction 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:
lambda:GetFunction on resource: my-function
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この場合、Mateo は、my-function アクションを使用して lambda:GetFunction リソースにアクセス
できるように、ポリシーの更新を管理者に依頼します。

iam:PassRole を実行することが認可されていません
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して
Lambda 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 Lambda でアクションを
実行しようすると、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。

管理者として Lambda へのアクセスを他のユーザーに許可したい
Lambda へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケーション
の IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、このエンティティ
の認証情報を使用して にアクセスしますAWS 次に、Lambda の適切なアクセス許可を付与するポリシー
を、そのエンティティにアタッチする必要があります。
すぐに開始するには、IAM ユーザーガイドの「IAM が委任した最初のユーザーおよびグループの作成」を
参照してください。
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私は管理者ですが、非推奨になる、Lambda の AWS マネージド
ポリシーから移行したいと考えています。
2021 年 3 月 1 日を過ぎると、AWS マネージドポリシーである AWSLambdaReadOnlyAccess と
AWSLambdaFullAccess は非推奨となり、新しい IAM ユーザーにアタッチできなくなります。ポリシーの
非推奨に関する詳細は、IAM ユーザーガイドの非推奨の AWS マネージドポリシーを参照してください。
Lambda に、新しい 2 つの AWS マネージドポリシーが導入されました。
• AWSLambda_ReadOnlyAccess ポリシーは、Lambda、Lambda のコンソール機能、およびその他関
連する AWS サービスへの読み取り専用のアクセスを許可します。このポリシーは、以前のポリシー
AWSLambdaReadOnlyAccess をスコープダウンすることによって作成されました。
• AWSLambda_FullAccess ポリシーは、Lambda、Lambda のコンソール機能、およびその他関
連する AWS サービスへの完全なアクセスを許可します。このポリシーは、以前のポリシー
AWSLambdaFullAccess をスコープダウンすることによって作成されました。

AWS 管理ポリシーの使用
新たに導入された管理ポリシーを使用して、Lambda にユーザー、グループ、およびロールへのアクセス
権を付与することをお勧めします。ただし、ポリシーで付与されたアクセス許可を確認し、要件が満たさ
れていることを確認してください。
• AWSLambda_ReadOnlyAccess ポリシーのアクセス許可を確認するには、IAM コンソールの
AWSLambda_ReadOnlyAccess ポリシーページを参照してください。
• AWSLambda_FullAccess ポリシーのアクセス許可を確認するには、IAM コンソールの
AWSLambda_FullAccess ポリシーページを参照してください。
アクセス許可を確認したら、IAM ID（グループ、ユーザー、ロール）にポリシーをアタッチできま
す。AWS マネージドポリシーをアタッチする方法については、IAM ユーザーガイドの IAM ID アクセス権
限の追加と削除を参照してください。

カスタマー管理ポリシーの使用
より詳細なアクセス制御が必要な場合、またはアクセス許可を追加する場合は、独自の カスタマー管理ポ
リシー を作成できます。詳細については、IAM ユーザーガイド の JSON タブでのポリシーの作成を参照
してください。

自分の AWS アカウント以外のユーザーに Lambda リソースへの
アクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリシーまた
はアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへ
のアクセスを付与できます。
詳細については、以下を参照してください。
• Lambda でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、AWS Lambda で IAM を使用する
方法 (p. 760) を参照してください。
• 所有している AWS アカウント全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、IAM ユー
ザーガイドの「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供」
を参照してください。
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• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。
• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。
• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

AWS Lambda 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 Lambda 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。このプログラムには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA な
どがあります。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の 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。
サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、AWS Artifact のレポートのダウンロードを参照してください。
Lambda を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプライ
アンス目的、適用される法律および規制によって決まります。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。
• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環
境を AWS にデプロイするための手順を示します。
• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスに関するホワイトペーパーを作成する - このホワイトペー
パーは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や場所
に適用される場合があります。
• AWS Config - この AWS サービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリ
ソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub: この AWS サービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、セ
キュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

AWS Lambda 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、アベイラビリティー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 のリージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
Lambda では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップのニー
ズに対応できるように複数の機能を提供しています。
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• バージョニング - バージョニングは、Lambda で使用して、開発時に関数のコードと設定を保存できま
す。エイリアスと合わせてバージョニングを使用して、Blue/Green デプロイおよびローリングデプロイ
を実行できます。詳細については、「」を参照してくださいLambda 関数のバージョン (p. 179)
• スケーリング — 関数が前のリクエストの処理中にリクエストを受信すると、Lambda が、増えた負荷を
処理するために、関数の別のインスタンスを起動します。Lambda は、リージョンごとに 1,000 回の同
時実行を処理するように、自動的にスケーリングされます。クォータ (p. 818)は必要に応じて増やすこ
とができます。詳細については、「」を参照してくださいLambda 関数のスケーリング (p. 30)
• 高可用性 - Lambda は、複数のアベイラビリティーゾーンで関数を実行し、1 つのゾーンでサービスの
中断が発生した場合にも、関数をイベントの処理に使用できることを保証します。お客様のアカウン
トで Virtual Private Cloud (VPC) に接続するように関数を設定する場合は、複数のアベイラビリティー
ゾーンでサブネットを指定することで、高可用性を確保します。詳細については、「」を参照してくだ
さいVPC 内のリソースにアクセスするように Lambda 関数を設定する (p. 197)
• リザーブド同時実行 - 関数が常にスケーリングして、追加リクエストを処理できるようにするため、関
数に同時実行を予約できます。関数に予約された同時実行を設定することにより、指定した数の同時呼
び出し数までスケーリングできますが、これを超えることはありません。これにより、利用可能なすべ
ての同時実行数が他の関数に消費されているために、リクエストを失うことがありません。詳細につい
ては、「」を参照してくださいLambda の予約済み同時実行数の管理 (p. 186)
• 非同期呼び出し - 非同期呼び出しと、他のサービスによってトリガーされた呼び出しのサブセットの場
合、エラーが発生すると、Lambda は、再試行の間に遅延を置きながら、自動的に再試行します。関数
を同期的に呼び出すその他のクライアントと AWS のサービスが、再試行の実行を担当します。詳細に
ついては、「」を参照してくださいエラー処理と AWS Lambda での自動再試行 (p. 258)
• デッドレターキュー - 非同期呼び出しでは、すべての再試行に失敗した場合、Lambda を設定してデッ
ドレターキューにリクエストを送信することができます。デッドレターキューは、Amazon SNS のト
ピックまたはトラブルシューティングまたは再処理のためにイベントを受信する Amazon SQS キューで
す。詳細については、「」を参照してくださいデッドレターキュー (p. 241)

でのインフラストラクチャセキュリティAWS
Lambda
マネージドサービスとして、AWS Lambda は、「Best Practices for Security, Identity, and Compliance (セ
キュリティ、ID、およびコンプライアンスのベストプラクティス)」で説明されている AWS グローバル
ネットワークセキュリティ手順によって保護されます。
AWS が発行している API 呼び出しを使用して、ネットワーク経由で Lambda にアクセスします。クラ
イアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

AWS Lambda での設定と脆弱性の分析
AWS Lambdaは、Amazon Linux ベースの実行環境で関数コードを実行するランタイム (p. 84)を提供しま
す。Lambda は、ランタイムおよび実行環境でソフトウェアを最新の状態に保ち、言語やフレームワーク
に新しいランタイムをリリースし、基盤となるソフトウェアはサポートされなくなったときにランタイム
を廃止する機能を担当します。
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関数で追加のライブラリを使用する場合、ユーザーにはライブラリを更新する責任があります。追加のラ
イブラリは デプロイパッケージ (p. 148) または関数にアタッチした レイヤー (p. 161) に含めることが
できます。カスタムランタイム (p. 93)を構築し、レイヤーを使用して、他のアカウントと共有することも
できます。
ランタイムのソフトウェアまたはその実行環境が終了すと、Lambda はランタイムを廃止します。Lambda
がランタイムを廃止するとき、ユーザーには関数を同じ言語またはフレームワークのサポートされている
ランタイムに移行する責任があります。詳細については、「」を参照してくださいランタイムの非推奨化
に関するポリシー (p. 85)
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Lambda における問題のトラブル
シューティング
以下のトピックでは、Lambda API、コンソール、ツールの使用時に発生する可能性のあるエラーや問題の
トラブルシューティングに関するアドバイスを提供します。ここに記載されていない問題が見つかった場
合は、このページの [Feedback] ボタンを使用して報告することができます。
トラブルシューティングに関するアドバイス、およびサポートへの一般的な質問に対する回答について
は、AWS ナレッジセンターにアクセスしてください。
Lambda アプリケーションのデバッグとトラブルシューティングの詳細については、Lambda オペレータ
ガイドの「デバッグ」を参照してください。
トピック
• Lambda におけるデプロイメントに関する問題のトラブルシューティング (p. 768)
• Lambda での呼び出しに関する問題のトラブルシューティング (p. 771)
• Lambda における実行に関する問題点のトラブルシューティング (p. 775)
• Lambda でのネットワークに関する問題のトラブルシューティング (p. 777)
• Lambda でのコンテナイメージに関する問題のトラブルシューティング (p. 778)

Lambda におけるデプロイメントに関する問題のト
ラブルシューティング
関数を更新すると、Lambda は、関数の新しいインスタンスを起動してコードや設定の更新を反映するこ
とで、その変更をデプロイします。デプロイエラーが発生すると、新しいバージョンは使用できなくなり
ます。デプロイエラーは、デプロイパッケージ、コード、アクセス許可、またはツールに関する問題が原
因で発生する場合があります。
Lambda API を使用するか、AWS CLI などのクライアントを使用して関数に更新を直接デプロイした
場合、エラーは Lambda の出力に直接表示されます。AWS CloudFormation、AWS CodeDeploy、AWS
CodePipeline などのサービスを使用した場合は、該当サービスのログまたはイベントストリームで
Lambda からのレスポンスを探します。

一般: アクセス権限が拒否されました/該当のファイル
をロードできません
エラー: EACCES: アクセス許可が拒否されました。'/var/task/index.js' を開きます。
エラー: そのようなファイルはロードできません -- 関数
エラー: [Errno 13] アクセス許可が拒否されました: '/var/task/function.py'
Lambda ランタイムには、デプロイパッケージ内のファイルを読み取るアクセス許可が必要です。chmod
コマンドを使用してファイルモードを変更することができます。次のコマンド例では、すべてのユーザー
が現在のディレクトリのファイルやフォルダをすべて読み取れるようにします。

768

AWS Lambda デベロッパーガイド
一般: UpdateFunctionCode を呼び
出すときにエラーが発生しました
chmod -R o+rX .

一般: UpdateFunctionCode を呼び出すときにエラーが
発生しました
エラー: UpdateFunctionCode オペレーションを呼び出すときにエラーが発生しました
(RequestEntityTooLargeException)
デプロイパッケージまたはレイヤーアーカイブを Lambda に直接アップロードする場合、ZIP ファイルの
サイズは 50 MB に制限されます。これよりも大きなファイルをアップロードするには、Amazon S3 に保
存し、S3Bucket と S3Key のパラメータを使用します。

Note
AWS CLI、AWS SDK などを使用してファイルを直接アップロードすると、バイナリ ZIP ファイ
ルは base64 に変換され、サイズが約 30％ 増加します。この点と、リクエスト内の他のパラメー
タのサイズを考慮して、Lambda で実際に適用されるリクエストサイズの制限はより大きくなり
ます。このため、50 MB の制限は概算です。

Amazon S3: Error Code PermanentRedirect.
エラー: Error occurred while GetObject. (GetObject 中にエラーが発生しました。) S3 Error Code:
PermanentRedirect. (S3 エラーコード: PermanentRedirect。) S3 Error Message: The bucket is in this
region: us-east-2. (S3 エラーメッセージ: バケットはリージョン us-east-2 にあります。) Please use this
region to retry the request (このリージョンを使用してリクエストを再試行してください
Amazon S3 バケットから関数のデプロイパッケージをアップロードする場合、そのバケットは関数と
同じリージョンに存在する必要があります。この問題は、UpdateFunctionCode (p. 1124) の呼び出しで
Amazon S3 オブジェクトを指定するか、AWS CLI または AWS SAM CLI でパッケージとデプロイコマン
ドを使用する場合に発生する可能性があります。アプリケーションを開発するリージョンごとにデプロイ
アーティファクトバケットを作成してください。

一般: 見つかりません、ロードできません、インポー
トできません、クラスが見つかりません、該当のファ
イルまたはディレクトリがありません
エラー: モジュール 'function' が見つかりません
エラー: そのようなファイルはロードできません -- 関数
エラー: モジュール 'function' をインポートできません
エラー: クラスが見つかりません: function.Handler
エラー: fork/exec /var/task/function: そのようなファイルやディレクトリはありません
エラー: アセンブリ 'Function' から型 'Function.Handler' をロードできません。
関数のハンドラー設定のファイルまたはクラスの名前がコードと一致しません。詳細については、次のエ
ントリを参照してください。

一般: 未定義のメソッドハンドラー
エラー: index.handler が定義されていないか、エクスポートされていません
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エラー: モジュール 'function' にハンドラー 'handler’ がありません
エラー: #<LambdaHandler:0x000055b76ccebf98> の未定義のメソッド 'handler'
エラー:適切なメソッドの署名の付いた handleRequest という名前のパブリックメソッドがクラス
function.Handler で見つかりません
エラー: アセンブリ 'Function' に型 'Function.Handler' のメソッド 'handleRequest' が見つかりません
関数のハンドラー設定のハンドラーメソッドの名前がコードと一致しません。各ランタイムはハンドラー
の命名規則を定義します (filename.methodname など)。ハンドラーは、関数を呼び出したときにランタ
イムで実行される、関数のコード内のメソッドです。
一部の言語の場合、Lambda は、ハンドラーメソッドに特定の名前があることを期待するインターフェイ
スを持つライブラリを提供します。言語別のハンドラーの命名の詳細については、以下のトピックを参照
してください。
• Node.js による Lambda 関数の構築 (p. 291)
• Python による Lambda 関数の構築 (p. 333)
• Ruby による Lambda 関数の構築 (p. 364)
• Java による Lambda 関数の構築 (p. 390)
• Go による Lambda 関数の構築 (p. 431)
• C# による Lambda 関数の構築 (p. 461)
• PowerShell による Lambda 関数の構築 (p. 494)

Lambda: InvalidParameterValueException または
RequestEntityTooLargeException
エラー: InvalidParameterValueException: 指定した環境変数が 4 KB の上限を超えているため、Lambda は
環境変数を設定できませんでした。測定された文字列: {"A1":"uSFeY5cyPiPn7AtnX5BsM...
エラー: RequestEntityTooLargeException: UpdateFunctionConfiguration オペレーションに対するリクエス
トは 5120 バイト未満にする必要があります。
関数の設定に保存される変数オブジェクトの最大サイズが 4096 バイトを超えないようにしてください。
これには、キー名、値、引用符、カンマ、括弧が含まれます。HTTP リクエストボディの合計サイズも制
限されます。
{

}

"FunctionName": "my-function",
"FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
"Runtime": "nodejs16.x",
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
"Environment": {
"Variables": {
"BUCKET": "my-bucket",
"KEY": "file.txt"
}
},
...

この例で、オブジェクトは 39 文字です。これを文字列 {"BUCKET":"mybucket","KEY":"file.txt"} として保存すると (空白を含まない)、39 バイトになります。環境変数の
標準 ASCII 文字は、文字ごとに 1 バイトの値となります。拡張 ASCII 文字と Unicode 文字は、文字ごと
に 2～4 バイトを使用する場合があります。
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Lambda: InvalidParameterValueException
エラー: InvalidParameterValueException: 指定した環境変数に含まれている予約キーは、現在、変更がサ
ポートされていないため、Lambda は環境変数を設定できませんでした。
Lambda は、内部使用のためにいくつかの環境変数キーを予約します。たとえば、AWS_REGION は現在の
リージョンを確認するためにランタイムによって使用される変数で、オーバーライドすることはできませ
ん。PATH などの他の変数は、ランタイムによって使用されますが、関数設定で拡張できます。詳細なリ
ストについては、「」を参照してください定義されたランタイム環境変数 (p. 175)

Lambda: 同時実行とメモリのクォータ
エラー: 関数に指定された ConcurrentExecutions は、アカウントの UnreservedConcurrentExecution を最
小値未満に減らします
エラー: 「メモリサイズ」 値は制約を満たすことに失敗しました: メンバーは 3008 以下の値を持つ必要が
あります
これらのエラーは、アカウントの同時実行数またはメモリのクォータ (p. 818)を超えると発生します。新
規の AWS アカウントでは、同時実行性とメモリクォータが低くなっています。これらのクォータは、使
用状況に応じて AWS が自動的に引き上げます。これらのエラーを解決するには、クォータの引き上げを
リクエストできます。
• 同時実行数: 予約済みまたはプロビジョニングされた同時実行数を使用して関数を作成、あるいは関数ご
との同時実行の要求 (PutFunctionConcurrency (p. 1088)) がアカウントの同時実行クォータを超えた場
合、エラーが発生します。
• メモリ: 関数に割り当てられたメモリの量がアカウントのメモリクォータを超えた場合、エラーが発生し
ます。

Lambda での呼び出しに関する問題のトラブル
シューティング
Lambda 関数を呼び出すと、Lambda はリクエストを検証し、イベントを関数 (非同期呼び出しの場合はイ
ベントキュー) に送信する前にスケーリングキャパシティーをチェックします。呼び出しエラーは、リク
エストのパラメータ、イベント構造、関数の設定、ユーザーのアクセス許可、リソースに対するアクセス
許可、または制限に関する問題が原因で発生する場合があります。
関数を直接呼び出した場合は、Lambda からのレスポンスに呼び出しエラーが表示されます。イベント
ソースマッピングまたは別のサービスを通じて関数を非同期的に呼び出した場合は、ログ、デッドレター
キュー、または失敗イベントの送信先にエラーが表示されることがあります。エラー処理オプションと再
試行の動作は、関数を呼び出した方法とエラーの種類によって異なります。
Invoke オペレーションが返す可能性のあるエラータイプのリストについては、呼び出し (p. 1028) を参
照してください。

IAM: lambda:InvokeFunction は許可されていません
エラー: ユーザー (arn:aws:iam::123456789012:user/developer) によるリソース (my-function) に対する
lambda:InvokeFunction の実行は許可されていません
AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー、または引き受けるロールには、関数を呼び出すた
めのアクセス権限が必要です。この要件は、Lambda 関数、および関数を呼び出す他のコンピューティン
グリソースにも適用されます。AWS マネージドポリシーの AWSLambdaRole を IAM ユーザーに追加す
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るか、ターゲット関数で lambda:InvokeFunction アクションを許可するカスタムポリシーを追加しま
す。

Note
他の Lambda API オペレーションとは異なり、IAM アクションの名前
(lambda:InvokeFunction) と関数を呼び出すための API オペレーションの名前 (Invoke) は一
致しません。
詳細については、「Lambda でのアクセス許可 (p. 52)」を参照してください。

Lambda: オペレーションは
ResourceConflictException を実行できません
エラー: ResourceConflictException: 今回はオペレーションを実行できません。現在、この関数は次の状態
にあります: 保留中
関数の作成時に Virtual Private Cloud (VPC) に接続すると、Lambda が Elastic Network Interface を作成す
るまでの間、関数は Pending 状態になります。この間は、関数を呼び出したり変更したりすることはで
きません。関数の作成後に VPC に接続すると、更新が保留中である間に関数を呼び出すことができます。
ただし、そのコードや設定を変更することはできません。
詳細については、「Lambda 関数の状態 (p. 256)」を参照してください。

Lambda: 関数が Pending のままとなっています
エラー: 関数が数分間 Pending 状態で止まっている。
関数が 6 分を超えて Pending 状態で止まっている場合は、以下のいずれかの API オペレーションを呼び
出して、ブロックを解除します。
• UpdateFunctionCode (p. 1124)
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• PublishVersion (p. 1077)
Lambda は保留中のオペレーションをキャンセルし、関数を Failed 状態に移します。その後、関数を削
除して再作成するか、更新した関数を試すことができます。

Lambda: 1 つの関数がすべての同時実行を使用してい
ます
問題: 1 つの関数がすべての利用可能な同時実行を使用しているため、他の関数がスロットリングされる。
AWS リージョンで AWS アカウントで使用可能な同時実行をプールに分割するには、予約済みの同時実
行 (p. 186)を使用します。予約同時実行により、関数は常に割り当てられた同時実行にスケールでき、割
り当てられた同時実行を超えることはありません。

一般: 他のアカウントまたはサービスで関数を呼び出
すことはできません
問題: 関数を直接呼び出すことはできるが、別のサービスやアカウントから呼び出すと関数が実行されな
い。
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他のサービス (p. 509)やアカウントから関数を呼び出すためのアクセス許可を、関数のリソースベースの
ポリシー (p. 69)で付与します。別のアカウントから呼び出す場合、そのアカウントのユーザーにも関数を
呼び出すためのアクセス権限 (p. 60)が必要です。

一般: 関数の呼び出しはループしています
問題: 関数がループ内で連続して呼び出される。
これは、通常、関数が管理するリソースが、この関数をトリガーするのと同じ AWS のサービス内にある
場合に発生します。例えば、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)バケットにオブジェクトを保存
する関数を作成した場合、このバケットにこの関数を再度呼び出す通知 (p. 677)が設定されていることが
あります。関数の実行を停止するには、関数の設定のページ (p. 167)で [Throttle] (スロットリング) を選択
します。その後、再帰呼び出しの原因となったコードパスまたは設定エラーを特定します。

Lambda: プロビジョニングされた同時実行によるエイ
リアスルーティング
問題: エイリアスのルーティング中の、プロビジョニングされた同時実行の Spillover Invocations。
Lambda は、単純な確率モデルを使用して 2 つの関数バージョン間でトラフィックを分散します。低いト
ラフィックレベルでは、各バージョンで設定されたトラフィックの割合と実際の割合の間に大きな差異
が生じる場合があります。関数がプロビジョニングされた同時実行を使用する場合、エイリアスルーティ
ングがアクティブである間に、プロビジョニングされた同時実行インスタンスの数を高く設定すること
で、過剰呼び出し (p. 745)を防ぐことができます。

Lambda: プロビジョニングされた同時実行によるコー
ルドスタートします
問題: プロビジョニングされた同時実行を有効した後に、コールドスタートが発生します。
関数での同時実行の数が、プロビジョニングされた同時実行の設定済みレベル (p. 189)以下の場合、コー
ルドスタートは発生しないはずです。プロビジョニングされた同時実行が正常に動作しているかどうかを
確認するには、次の手順を実行します。
• 関数バージョンまたはエイリアスでプロビジョニングされた同時実行が有効になっているこ
と (p. 189)を確認してください。

Note
プロビジョニングされた同時実行は、$LATEST バージョン (p. 145)では設定できません。
• トリガーで正しい関数バージョンまたはエイリアスが呼び出されることを確認します。例え
ば、Amazon API Gateway を使用している場合は、API Gateway が、$LATEST ではなく、プロビジョ
ニングされた同時実行で関数バージョンまたはエイリアスを呼び出すことを確認します。プロビジョ
ニングされた同時実行が使用されていることを確認するには、ProvisionedConcurrencyInvocations
Amazon CloudWatch メトリクス (p. 745)を確認します。ゼロ以外の値は、関数が初期化された実行環境
で呼び出しを処理していることを示します。
• ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations CloudWatch メトリクス (p. 745)をチェックして、関数の同
時実行がプロビジョニングされた同時実行の設定済みレベルを超えているかどうかを判別します。ゼロ
以外の値は、プロビジョニングされたすべての同時実行が使用中であり、いくつかの呼び出しがコール
ドスタートで発生したことを示します。
• 呼び出し頻度 (p. 818) (1 秒あたりのリクエスト数) をご確認ください。プロビジョニングされた同時
実行を持つ関数の最大レートは、プロビジョニングされた同時実行ごとに 1 秒あたり 10 件のリクエス
トです。例えば、100 のプロビジョニングされた同時実行で設定された関数は、1 秒あたり 1,000 件の
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リクエストを処理できます。呼び出し速度が 1 秒あたり 1,000 件のリクエストを超えると、コールドス
タートがいくつか発生する可能性があります。

Note
コールドスタートが発生していなくても、初期化された実行環境における最初の呼び出し
で、CloudWatch Logs でゼロ以外の Init Duration メトリクスが報告されるという既知の問題があ
ります。当社では、CloudWatch Logs への報告を訂正するための修正を開発中です。

Lambda: プロビジョニングされた同時実行によるレイ
テンシーの変動性
問題: プロビジョニングされた同時実行を有効にした後、最初の呼び出しでレイテンシーの変動が発生しま
す。
関数のランタイムとメモリ設定によっては、初期化された実行環境での最初の呼び出しでレイテンシーの
変動がいくつか発生します。例えば、.NET およびその他の JIT ランタイムは、最初の呼び出し時にリソー
スを遅延的にロードし、レイテンシーの変動を生じさせます (通常は数十ミリ秒)。この変動は、128 MiB
関数でより明らかです。この関数の設定メモリを増やすことで、これを緩和できます。

Lambda: 新しいバージョンによるコールドスタート
問題: 関数の新しいバージョンのデプロイ中にコールドスタートが発生します。
関数エイリアスを更新すると、Lambda は、エイリアスで設定された重みに基づいて、プロビジョニング
された同時実行を新しいバージョンに自動的にシフトします。
エラー: KMSDisabledException: 使用されている KMS キーが無効になっているため、Lambda は環境変数
を復号できませんでした。関数の KMS キー設定を確認してください。
このエラーは、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーが無効になっている場合、またはキーの
使用を Lambda に許可する付与が取り消された場合に発生します。許可がない場合は、別のキーを使用す
るように関数を設定します。その後、カスタムキーを再割り当てして許可を再作成します。

EFS: 関数は EFS ファイルシステムをマウントできま
せんでした
エラー: EFSMountFailureException: この関数は、アクセスポイント arn:aws:elasticfilesystem:useast-2:123456789012:access-point/fsap-015cxmplb72b405fd に EFS ファイルシステムをマウントできま
せんでした。
関数のファイルシステム (p. 213)へのマウントリクエストが拒否されました。関数のアクセス許可を確認
し、そのファイルシステムとアクセスポイントが存在していて使用できる状態であることを確認します。

EFS: 関数は EFS ファイルシステムに接続できません
でした
エラー: EFSMountConnectivityException: この関数は、アクセスポイント arn:aws:elasticfilesystem:useast-2:123456789012:access-point/fsap-015cxmplb72b405fd で Amazon EFS ファイルポイントに接続で
きませんでした。ネットワーク設定を確認して、もう一度試してください。
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関数は、NFS プロトコル (TCP ポート 2049) を使用して関数のファイルシステム (p. 213)への接続を確立
できませんでした。VPC のサブネットのセキュリティグループとルーティング設定を確認します。

EFS: タイムアウトのため、関数が EFS ファイルシス
テムをマウントできませんでした
エラー: EFSMountTimeoutException: この関数は、マウントのタイムアウトのため、アクセスポイント
{arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:123456789012:access-point/fsap-015cxmplb72b405fd} に EFS ファイ
ルシステムをマウントできませんでした。
関数は、そのファイルシステム (p. 213)に接続できましたが、マウントオペレーションがタイムアウトし
ました。しばらくしてから再試行し、関数の同時実行数 (p. 186)を制限して、ファイルシステムの負荷を
軽減することを検討してください。

Lambda: Lambda は時間がかかり過ぎている IO プロ
セスを検出しました
EFSIOException: 時間がかかりすぎている IO プロセスを Lambda が検出したため、この関数インスタン
スは停止されました。
以前の呼び出しがタイムアウトし、Lambda が関数ハンドラーを終了できませんでした。この問題は、接
続されたファイルシステムがバーストクレジットを使い果たし、ベースラインスループットが不十分な場
合に発生することがあります。スループットを高めるには、ファイルシステムのサイズを増やすか、プロ
ビジョニングされたスループットを使用します。詳細については、「Throughput (p. 609)」を参照してく
ださい。

Lambda における実行に関する問題点のトラブル
シューティング
Lambda ランタイムが関数コードを実行すると、このイベントは、すでに他のイベントを処理中の関数の
インスタンスで処理されるか、必要に応じて新しいインスタンスが初期化されます。関数が初期化されて
いる間に、ハンドラーコードでイベントが処理されているときに、または関数からレスポンスが返される
(または返されない) ときに、エラーが発生する場合があります。
関数の実行エラーは、コード、関数の設定、ダウンストリームのリソース、またはアクセス許可の問題に
起因する場合があります。関数を直接呼び出した場合は、Lambda からのレスポンスに関数エラーが表示
されます。イベントソースマッピングまたは別のサービスを通じて関数を非同期的に呼び出した場合は、
ログ、配信不能キュー、または障害発生時の送信先にエラーが表示されることがあります。エラー処理オ
プションと再試行の動作は、関数を呼び出した方法とエラーの種類によって異なります。
関数コードまたは Lambda ランタイムからエラーが返された場合、Lambda からのレスポンスのス
テータスコードは 200 OK です。レスポンス内にエラーが存在することは、X-Amz-Function-Error
という名前のヘッダーで示されます。400 および 500 シリーズのステータスコードは、呼び出しエ
ラー (p. 771)用に予約されています。

Lambda: 実行に時間がかかり過ぎています
問題: 関数の実行に時間がかかり過ぎる。
Lambda でコードを実行すると、ローカルマシンよりもはるかに長い時間がかかる場合は、その関数で
使用できるメモリまたは処理能力が制限されている可能性があります。メモリと CPU の両方を増やすに
は、メモリを追加して関数を設定 (p. 167)します。
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Lambda: ログやトレースが表示されません
問題: ログが CloudWatch Logs に表示されない。
問題: トレースが AWS X-Ray に表示されない。
関数には、CloudWatch Logs および X-Ray を呼び出すためのアクセス許可が必要です。その実行ロー
ル (p. 53)を更新してアクセス許可を付与します。ログと追跡を有効にするには、以下の管理ポリシーを追
加します。
• AWSLambdaBasicExecutionRole
• AWSXRayDaemonWriteAccess
関数にアクセス許可を追加する場合は、そのコードまたは設定も更新します。これにより、(古い認証情報
により実行中の) 関数のインスタンスが、強制的に停止され置き換えられます。

Note
関数の呼び出し後にログが表示されるまで、5～10 分かかることがあります。

Lambda: 関数は実行が終了する前に返します
問題: (Node.js) コードの実行が終了する前に関数が戻る
AWS SDK を含む多くのライブラリは、非同期的に動作します。レスポンスを待つ必要があるネットワー
ク呼び出しや別のオペレーションを実行すると、ライブラリは、オペレーションの進行状況をバックグラ
ウンドで追跡するプロミスと呼ばれるオブジェクトを返します。
プロミスがレスポンスに解決されるまで待つには、await キーワードを使用します。これにより、プロミ
スがレスポンスを含むオブジェクトに解決されるまで、ハンドラーコードの実行がブロックされます。レ
スポンス内のデータをコードで使用する必要がない場合は、プロミスをランタイムに直接返すことができ
ます。
一部のライブラリはプロミスを返しませんが、これらはプロミスを返すコードでラップできます。詳細に
ついては、「Node.js の AWS Lambda 関数ハンドラー (p. 294)」を参照してください。

AWS SDK: バージョンと更新
問題: ランタイムに含まれている AWS SDK が最新バージョンではない
問題: ランタイムに含まれている AWS SDK が自動的に更新される
スクリプト言語のランタイムには AWS SDK が含まれており、定期的に最新バージョンに更新されます。
各ランタイムの現行バージョンは、ランタイムページ (p. 84)に表示されます。より新しいバージョンの
AWS SDK を使用したり、関数を特定のバージョンにロックしたりするには、ライブラリを関数コードで
バンドルするか、Lambda レイヤーを作成します (p. 161)。依存関係を持つデプロイパッケージの作成の
詳細については、以下のトピックを参照してください。
Node.js
.zip ファイルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297)
Python
.zip ファイルアーカイブで Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339)
Ruby
.zip ファイルアーカイブで Ruby Lambda 関数をデプロイする (p. 368)
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Java
.zip または JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397)
Go
.zip ファイルアーカイブを使用して Go Lambda 関数をデプロイする (p. 439)
C#
.zip ファイルアーカイブを使用して C# Lambda 関数をデプロイする (p. 470)
PowerShell
.zip ファイルアーカイブを使用した PowerShell Lambda 関数のデプロイする (p. 496)

Python: ライブラリが正しくロードされません
問題: (Python) 一部のライブラリがデプロイパッケージから正しくロードされない
C または C++ で記述された拡張モジュールを持つライブラリは、Lambda (Amazon Linux) と同じプロセッ
サアーキテクチャの環境でコンパイルする必要があります。詳細については、「.zip ファイルアーカイブ
で Python Lambda 関数をデプロイする (p. 339)」を参照してください。

Lambda でのネットワークに関する問題のトラブル
シューティング
デフォルトでは、Lambda は AWS のサービスとインターネットに接続された内部の Virtual Private Cloud
(VPC) で関数を実行します。ローカルネットワークのリソースにアクセスするには、アカウントで VPC
に接続するように関数を設定 (p. 197)できます。この機能を使用するときは、ユーザーが関数のインター
ネットアクセスと Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) リソースとのネットワーク接続を管理しま
す。
ネットワーク接続エラーは、VPC のルーティング設定、セキュリティグループルール、AWS Identity and
Access Management (IAM) ロールの許可、NAT、または IP アドレスやネットワークインターフェイスな
どのリソースの可用性に関する問題が原因で発生する場合があります。問題によっては、リクエストが送
信先に到達できない場合に、特定のエラーやタイムアウトが表示されることがあります。

VPC: 関数がインターネットアクセスを失う、または
タイムアウトする
問題: Lambda 関数が VPC に接続した後でインターネットにアクセスできなくなります。
エラー: エラー: 接続 ETIMEDOUT 176.32.98.189:443
エラー: エラー: タスクが 10.00 秒後にタイムアウトしました
エラー: ReadTimeoutError: Read timed out. (read timeout=15) (ReadTimeoutError: 読み取りがタイムアウ
トしました。(読み取りタイムアウト=15))
関数を VPC に接続すると、すべてのアウトバウンドリクエストが VPC を通過します。インターネットに
接続するには、関数のサブネットからパブリックサブネットの NAT ゲートウェイにアウトバウンドトラ
フィックを送信するように VPC を設定します。VPC 設定の詳細と例については、「VPC に接続した関数
のインターネットアクセスとサービスアクセス (p. 203)」を参照してください。
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一部の TCP 接続がタイムアウトしている場合は、パケットフラグメンテーションが原因である可能性があ
ります。Lambda は TCP または ICMP の IP フラグメンテーションをサポートしないため、Lambda 関数
は受信するフラグメント化された TCP リクエストを処理できません。

VPC: インターネットを使用せずに関数から AWS の
サービスにアクセスする必要がある
問題: Lambda 関数がインターネットを使用せずに AWS のサービスにアクセスする必要があります。
インターネットアクセスがないプライベートサブネットから AWS のサービスに接続するには、VPC
エンドポイントを使用します。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon DynamoDB
(DynamoDB) 用の VPC エンドポイントでのサンプル AWS CloudFormation テンプレートについては、
「VPC 設定のサンプル (p. 203)」を参照してください。

VPC: Elastic Network Interface の制限に到達した
エラー: ENILimitReachedException: 関数の VPC で Elastic Network Interface の上限数に達しました。
Lambda 関数を VPC に接続すると、Lambda が、その関数にアタッチされたサブネットとセキュリティ
グループの組み合わせごとに Elastic Network Interface を作成します。デフォルトのサービスクォータ
は、VPC あたり 250 個のネットワークインターフェイスです。クォータの引き上げをリクエストするに
は、Service Quotas コンソールを使用してください。

Lambda でのコンテナイメージに関する問題のトラ
ブルシューティング
コンテナ: コードアーティファクトに関連する
CodeArtifactUserException エラー。
問題: CodeArtifactUserPendingException エラーメッセージ
CodeArtifact は最適化を保留しています。Lambda が最適化を完了すると、この関数はアクティブ状態に
移行します。HTTP レスポンスコード 409。
問題: CodeArtifactUserDeletedException エラーメッセージ
CodeArtifact は削除されるようスケジュールされています。HTTP レスポンスコード 409。
問題: CodeArtifactUserFailedException エラーメッセージ
Lambda はコードの最適化に失敗しました。コードを修正してもう一度アップロードする必要がありま
す。HTTP レスポンスコード 409。

コンテナ: マニフェストキーに関連する
ManifestKeyCustomerException エラー。
問題: KMSAccessDeniedException エラーメッセージ
マニフェストを復号するキーにアクセスするアクセス許可がありません。HTTP レスポンスコード 502。
問題: TooManyRequestsException エラーメッセージ
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クライアントはスロットリングされています。現在のリクエストレートが KMS のサブスクリプション
レートを超えています。HTTP レスポンスコード 429。
問題: KMSNotFoundException エラーメッセージ
Lambda はマニフェストを復号するキーを見つけることができません。HTTP レスポンスコード 502。
問題: KMSDisabledException エラーメッセージ
マニフェストを復号するキーが無効化されています。HTTP レスポンスコード 502。
問題: KMSInvalidStateException エラーメッセージ
キーは、Lambda がキーを使用してマニフェストを復号化できない状態にあります（削除の保留中や使用
不可など)。HTTP レスポンスコード 502。

コンテナ: ランタイムの InvalidEntrypoint でエラーが
発生する
問題: Runtime.exiterrorエラーメッセージ、または"errorType": "Runtime.InvalidEntrypoint"を
含むエラーメッセージが表示されます。
コンテナーイメージの ENTRYPOINT に、位置として絶対パスが含まれていることを確認します。また、
イメージに ENTRYPOINT としてシンボリックリンクが含まれていないことを確認します。

Lambda: System provisioning additional capacity
エラー:「エラー: 現在、要求されたリージョンに十分な容量がありません」 追加容量のプロビジョニング
する作業を進めます。
関数の再呼び出し。再試行が失敗した場合は、ファンクションコードの実行に必要なファイルをどのユー
ザーでも読み取れることを確認します。Lambda は、最小特権のパーミッションを持つ初期の Linux ユー
ザーを定義します。アプリケーションコードが、他の Linux ユーザーによって実行が制限されているファ
イルに依存していないことを確認することが必要があります。

CloudFormation: ENTRYPOINT が NULL または空の
値でオーバーライドされています
エラー: AWS CloudFormationテンプレートを使用していて、コンテナ ENTRYPOINT が NULL または空
の値でオーバーライドされています。
ImageConfigテンプレート内のAWS CloudFormationリソースを確認します。テンプレート
でImageConfigリソースを宣言する場合は、3 つのプロパティすべてに空でない値を指定する必要があり
ます。
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AWS Lambda アプリケーション
AWS Lambda アプリケーションは、Lambda 関数、イベントソース、その他のリソースを組み合わせた
もので、協調して動作することによりタスクを実行します。AWS CloudFormation および他のツールを使
用すると、アプリケーションのコンポーネントを単一パッケージに収集して、1 つのリソースとしてデプ
ロイし管理できます。アプリケーションは Lambda プロジェクトを移植して、AWS CodePipeline、AWS
CodeBuild、AWS Serverless Application Model Command Line Interface (SAM CLI) などの追加のデベロッ
パーツールと統合できるようにします。
AWS Serverless Application Repositoryでは、数クリックでアカウントにデプロイできる Lambda アプリ
ケーションのコレクションを提供しています。リポジトリには、独自のプロジェクトの開始点として使用
できるアプリケーションとサンプルのいずれも含まれています。また、独自のプロジェクトを含めるよう
に送信することもできます。
AWS CloudFormation では、アプリケーションのリソースを定義するテンプレートを作成し、アプリケー
ションをスタックとして管理できるようにします。アプリケーションスタックのリソースをより安全に追
加または変更できます。更新の一部が失敗した場合、AWS CloudFormation は自動的に前の設定にロール
バックします。AWS CloudFormationパラメータを使用すると、同じテンプレートからアプリケーション
の複数の環境を作成できます。AWS SAM (p. 6)は、Lambda アプリケーション開発に重点を置いたシンプ
ルな構文で AWS CloudFormation を拡張します。
AWS CLI (p. 5)および SAM CLI (p. 6) は、Lambda アプリケーションスタックを管理するためのコマンド
ラインツールです。AWS CloudFormation API でアプリケーションスタックを管理するコマンドに加え
て、AWS CLI は、デプロイパッケージのアップロードやテンプレートの更新などのタスクを簡素化する高
レベルのコマンドをサポートしています。AWS SAM CLI は、テンプレートの検証、ローカルテスト、CI/
CD システムとの統合を含む追加の機能性を提供します。
アプリケーションを作成するときは、CodeCommit または GitHub への AWS CodeStar 接続を使用し
て、Git リポジトリを作成できます。CodeCommit を使用すると、IAM コンソールでユーザーの SSH キー
と HTTP 認証情報を管理できます。AWS CodeStar 接続を使用すると、GitHub アカウントに接続できま
す。接続の詳細については、デベロッパーツールコンソールのユーザーガイドの接続とはをご参照くださ
い。
Lambda アプリケーション設計の詳細については、Lambda オペレータガイドの「アプリケーション設
計」を参照してください。
トピック
• AWS Lambda コンソールでのアプリケーションの管理 (p. 781)
• Lambda コンソールでの継続的デリバリーによるアプリケーションの作成 (p. 784)
• Lambda 関数のローリングデプロイ (p. 794)
• AWS Mobile SDK for Android を使って Lambda 関数を呼び出す (p. 796)
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AWS Lambda コンソールでのアプリケーションの
管理
AWS Lambda コンソールは、Lambda アプリケーション (p. 780)のモニタリングと管理に便利です。
[Applications] (アプリケーション) メニューには Lambda 関数を使用した AWS CloudFormation スタックが
一覧表示されます。このメニューには、AWS CloudFormation コンソール、AWS CloudFormation、AWS
Serverless Application Repository や AWS CLI CLI を使用して AWS SAM で起動したスタックが含まれて
います。

Lambda アプリケーションを表示するには
1.

Lambda コンソールの [Applications (アプリケーション)] ページを開きます。

2.

アプリケーションを選択します。

概要にはアプリケーションに関する以下の情報が表示されます。
• [AWS CloudFormation template] (CloudFormation テンプレート)または [SAM template] (SAM テンプ
レート) – アプリケーションを定義するテンプレート
• [Resources] (リソース) – アプリケーションのテンプレートで定義される AWS リソース アプリケーショ
ンの Lambda 関数を管理するには、リストから関数名を選択します。

アプリケーションのモニタリング
[Monitoring] (モニタリング) タブには、アプリケーションのリソースに集約されたメトリクスの Amazon
CloudWatch ダッシュボードが表示されます。

Lambda アプリケーションをモニタリングするには
1.
2.

Lambda コンソールの [Applications (アプリケーション)] ページを開きます。
[モニタリング] を選択します。

デフォルトでは、Lambda コンソールにベーシックなダッシュボードが表示されます。アプリケーション
テンプレートでカスタムダッシュボードを定義することで、このページをカスタマイズできます。テンプ
レートの 1 つ以上のダッシュボードが含まれている場合、このページにはデフォルトのダッシュボード
ではなく、使用するダッシュボードが表示されます。ページの右上のドロップダウンメニューから、ダッ
シュボードを切り替えることができます。

カスタムモニタリングダッシュボード
アプリケーションモニタリングページをカスタマイズするには、1 つ以上の Amazon CloudWatch ダッ
シュボードを、AWS::CloudWatch::Dashboard リソースタイプのアプリケーションテンプレートに追加し
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ます。次の例では、my-function という名前の関数を呼び出す数をグラフ化する単一のウィジェットの
ダッシュボードを作成します。

Example 関数ダッシュボードのテンプレート
Resources:
MyDashboard:
Type: AWS::CloudWatch::Dashboard
Properties:
DashboardName: my-dashboard
DashboardBody: |
{
"widgets": [
{
"type": "metric",
"width": 12,
"height": 6,
"properties": {
"metrics": [
[
"AWS/Lambda",
"Invocations",
"FunctionName",
"my-function",
{
"stat": "Sum",
"label": "MyFunction"
}
],
[
{
"expression": "SUM(METRICS())",
"label": "Total Invocations"
}
]
],
"region": "us-east-1",
"title": "Invocations",
"view": "timeSeries",
"stacked": false
}
}
]
}

CloudWatch コンソールから、デフォルトのモニタリングダッシュボードのウィジェットの定義を取得で
きます。

ウィジェットの定義を表示するには
1.

Lambda コンソールの [Applications (アプリケーション)] ページを開きます。

2.

標準ダッシュボードがあるアプリケーションを選択します。

3.

[モニタリング] を選択します。

4.

ウィジェットで、ドロップダウンメニューから [メトリクスを表示] を選択します。
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5.

[Source] を選択します。

CloudWatch ダッシュボードとウィジェットの作成の詳細については、Amazon CloudWatch API リファレ
ンスの「Dashboard body structure and syntax」を参照してください。
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Lambda コンソールでの継続的デリバリーによるア
プリケーションの作成
Lambda コンソールで、統合された継続的デリバリーパイプラインを使用してアプリケーションを作成で
きます。継続的デリバリーでは、ソース管理リポジトリにプッシュした変更ごとに、アプリケーションを
自動的にビルドおよびデプロイするパイプラインがトリガーされます。Lambda コンソールには、Node.js
サンプルコード付きの一般的なアプリケーションタイプのスタータープロジェクトと、サポートリソース
を作成するためのテンプレートが用意されています。
このチュートリアルでは、次のリソースを作成します。
• アプリケーション – Node.js Lambda 関数、構築仕様、AWS Serverless Application Model (AWS SAM)
テンプレート。
• パイプライン – 他のリソースを接続して継続的デリバリーを有効にする AWS CodePipeline パイプライ
ン。
• リポジトリ - AWS CodeCommit の Git リポジトリ。変更をプッシュすると、パイプラインはソースコー
ドを Amazon S3 バケットにコピーし、それを構築プロジェクトに渡します。
• トリガー - リポジトリのメインブランチを監視し、パイプラインをトリガーする Amazon EventBridge
(CloudWatch Events) のルールです。
• 構築プロジェクト - パイプラインからソースコードを取得してアプリケーションをパッケージ化する
AWS CodeBuild の構築。ソースにはビルド仕様が含まれています。この仕様には、依存関係をインス
トールしてデプロイ用のアプリケーションテンプレートを準備するコマンドが含まれています。
• デプロイ設定 - パイプラインのデプロイステージは、構築出力から処理済みの AWS SAM テンプレート
を取得し、AWS CloudFormation で新しいバージョンをデプロイする一連のアクションを定義します。
• バケット — デプロイアーティファクトストレージ用の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケット。
• ロール — パイプラインのソース、構築、デプロイの各ステージには、AWS リソースを管理するため
の IAM ロールがあります。アプリケーションの関数には、ログをアップロードするための実行ロー
ル (p. 53)があります。このロールは、他のサービスにアクセスするように拡張できます。
アプリケーションおよびパイプラインリソースは、カスタマイズして拡張できる AWS CloudFormation テ
ンプレートに定義されています。アプリケーションリポジトリに含まれているテンプレートをカスタマイ
ズして、Amazon DynamoDB テーブル、Amazon API Gateway API、その他のアプリケーションリソース
を追加できます。継続的デリバリーパイプラインは、ソース管理外の別のテンプレートに定義されてお
り、独自のスタックがあります。
パイプラインは、リポジトリ内の 1 つのブランチを 1 つのアプリケーションスタックにマッピングし
ます。さらにパイプラインを作成して、他のブランチの環境を同じリポジトリ内に追加することができ
ます。また、試験遂行、ステージング、手動承認用にステージをパイプラインに追加することもできま
す。AWS CodePipeline の詳細については、「AWS CodePipeline とは」を参照してください。
セクション
• 前提条件 (p. 785)
• アプリケーションの作成 (p. 785)
• 関数を呼び出す (p. 786)
• AWSリソースを追加する (p. 787)
• アクセス許可の境界の更新 (p. 789)
• 関数コードの更新 (p. 789)
• 次のステップ (p. 791)
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• トラブルシューティング (p. 791)
• クリーンアップ (p. 792)

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。
このチュートリアルでは、ソース管理に CodeCommit を使用します。アプリケーションコードにアクセス
して更新するようにローカルマシンを設定するには、AWS CodeCommit ユーザーガイドの「設定」を参
照してください。

アプリケーションの作成
Lambda コンソールでアプリケーションを作成します。Lambda でのアプリケーションとは、Lambda 関
数と任意の数のサポートリソースを持つ AWS CloudFormation スタックです。このチュートリアルでは、
関数とその実行ロールを持つアプリケーションを作成します。

アプリケーションを作成するには
1.

Lambda コンソールの [Applications (アプリケーション)] ページを開きます。

2.

[Create application] を選択します。

3.

Author from scratch（製作者を最初から） を選択します。

4.

アプリケーション設定を構成します。
• アプリケーション名 - my-app。
• ランタイム – Node.js 14.x。
• ソース管理サービス – CodeCommit。
• リポジトリ名 - my-app-repo。
• アクセス許可 - ロールとアクセス許可の境界を作成します。

5.

[作成] を選択します。

Lambda は、パイプラインおよび関連リソースを作成し、サンプルアプリケーションコードを Git リポジ
トリにコミットします。リソースが作成されると、概要ページに表示されます。
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[Infrastructure (インフラストラクチャ)] スタックには、リポジトリおよびビルドプロジェクトのほか、そ
の他のリソースが含まれます。これらを結合すると、継続的デリバリーパイプラインが形成されます。こ
のスタックのデプロイが完了すると、関数ロールと実行ロールを含むアプリケーションスタックがデプロ
イされます。これらは、[Infrastructure (リソース)] の下に表示されるアプリケーションリソースです。

関数を呼び出す
デプロイプロセスが完了したら、Lambda コンソールから関数を呼び出します。

アプリケーションの関数を呼び出すには
1.

Lambda コンソールの [Applications (アプリケーション)] ページを開きます。

2.

[my-app] を選択します。

3.

[リソース] で、[helloFromLambdaFunction] を選択します。

4.

[Test] (テスト) を選択します。

5.

テストイベントを設定します。
• イベント名 – event
• 本文 – {}

6.

[作成] を選択します。

7.

[Test] を選択します。

Lambda コンソールによって関数が実行され、その結果が表示されます。結果の下の [詳細] セクションを
展開して、出力と実行の詳細を表示します。
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AWSリソースを追加する
前のステップでは、Lambda コンソールを使用して、関数コード、テンプレート、構築仕様を含む Git リ
ポジトリを作成しました。テンプレートを変更し、変更をリポジトリにプッシュすることで、アプリケー
ションにリソースを追加できます。ローカルマシンでアプリケーションコードのコピーを取得するには、
リポジトリのクローンを作成します。

プロジェクトリポジトリをクローンするには
1.

Lambda コンソールの [Applications (アプリケーション)] ページを開きます。

2.

[my-app] を選択します。

3.

[コード] を選択します。

4.

[リポジトリの詳細] で、「セットアップ (p. 785)」で設定した認証モードに応じて、HTTP または
SSH リポジトリ URI をコピーします。

5.

リポジトリのクローンを作成するには、git clone コマンドを使用します。
git clone ssh://git-codecommit.us-east-2.amazonaws.com/v1/repos/my-app-repo

アプリケーションに DynamoDB テーブルを追加するには、テンプレートに
AWS::Serverless::SimpleTable リソースを定義します。

DynamoDB テーブルを追加するには
1.

テキストエディタで template.yml を開きます。

2.

テーブルリソース、テーブル名を関数に渡す環境変数、およびテーブルリソースの管理を関数に許可
するアクセス許可ポリシーを追加します。

Example template.yml - リソース
...
Resources:
ddbTable:
Type: AWS::Serverless::SimpleTable
Properties:
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PrimaryKey:
Name: id
Type: String
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 1
WriteCapacityUnits: 1
helloFromLambdaFunction:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
CodeUri: ./
Handler: src/handlers/hello-from-lambda.helloFromLambdaHandler
Runtime: nodejs14.x
MemorySize: 128
Timeout: 60
Description: A Lambda function that returns a static string.
Environment:
Variables:
DDB_TABLE: !Ref ddbTable
Policies:
- DynamoDBCrudPolicy:
TableName: !Ref ddbTable
- AWSLambdaBasicExecutionRole

3.

変更をコミットしてプッシュします。
git commit -am "Add DynamoDB table"
git push

変更をプッシュすると、アプリケーションのパイプラインがトリガーされます。アプリケーション画面の
[Deployments (デプロイ)] タブを使用して、パイプラインを通過する変更を追跡します。デプロイが完了し
たら、次のステップに進みます。
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アクセス許可の境界の更新
サンプルアプリケーションは、その関数の実行ロールにアクセス許可の境界を適用します。アクセス許可
の境界は、関数のロールに追加できるアクセス許可を制限します。境界がないと、プロジェクトリポジ
トリへの書き込みアクセス権を持つユーザーは、プロジェクトテンプレートを変更して、サンプルアプリ
ケーションの範囲外のリソースやサービスにアクセスするためのアクセス許可を関数に付与できます。
前のステップで実行ロールに追加した DynamoDB アクセス許可を関数で使用するには、アクセス許可の
境界を拡張して、追加のアクセス許可を付与する必要があります。Lambda コンソールは、アクセス許可
の境界から外れたリソースを検出すると、更新されたポリシーを提供して境界を更新できるようにしま
す。

アプリケーションのアクセス許可の境界を更新するには
1.

Lambda コンソールの [Applications (アプリケーション)] ページを開きます。

2.

アプリケーションを選択します。

3.

[リソース] で、[Edit permisssions boundary (アクセス許可の境界の編集)] を選択します。

4.

表示される手順に従って境界を更新し、新しいテーブルへのアクセスを許可します。

アクセス許可の境界の詳細については、「」を参照してくださいAWS Lambda アプリケーションに対する
アクセス許可の境界の使用 (p. 82)

関数コードの更新
次に、テーブルを使用するように関数コードを更新します。次のコードでは、DynamoDB テーブルを使用
して、関数の各インスタンスで処理された呼び出しの数を追跡します。関数インスタンスの一意の識別子
として、ログストリーム ID が使用されます。

関数コードを更新するには
1.

index.js という名前の新しいハンドラーを、次の内容で src/handlers フォルダに追加します。

Example src/handlers/index.js
const dynamodb = require('aws-sdk/clients/dynamodb');
const docClient = new dynamodb.DocumentClient();
exports.handler = async (event, context) => {
const message = 'Hello from Lambda!';
const tableName = process.env.DDB_TABLE;
const logStreamName = context.logStreamName;
var params = {
TableName : tableName,
Key: { id : logStreamName },
UpdateExpression: 'set invocations = if_not_exists(invocations, :start)
+ :inc',
ExpressionAttributeValues: {
':start': 0,
':inc': 1
},
ReturnValues: 'ALL_NEW'
};
await docClient.update(params).promise();
const response = {
body: JSON.stringify(message)
};
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}

2.

console.log(`body: ${response.body}`);
return response;

アプリケーションのテンプレートを開き、ハンドラー値を src/handlers/index.handler に変更
します。

Example template.yml
...
helloFromLambdaFunction:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
CodeUri: ./
Handler: src/handlers/index.handler
Runtime: nodejs14.x

3.

変更をコミットしてプッシュします。
git add . && git commit -m "Use DynamoDB table"
git push

コードの変更がデプロイされたら、関数を数回呼び出して DynamoDB テーブルを更新します。

DynamoDB テーブルを表示するには
1.

DynamoDB コンソールで [Tables (テーブル)] ページを開きます。

2.

my-appで始まるテーブルを選択します。

3.

[Items (項目)] を選択します。

4.

[Start search (検索の開始)] を選択します。

Lambda では、複数の同時呼び出しを処理するために、関数の追加インスタンスが作成されま
す。CloudWatch Logs ロググループ内の各ログストリームは、関数インスタンスに対応します。関数の
コードまたは設定を変更すると、新しい関数インスタンスも作成されます。スケーリングの詳細について
は、「Lambda 関数のスケーリング (p. 30)」を参照してください。
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次のステップ
アプリケーションリソースを定義する AWS CloudFormation テンプレートでは、AWS Serverless
Application Model トランスフォームを使用して、リソース定義の構文を簡素化し、デプロイパッケージや
その他のアーティファクトのアップロードを自動化します。AWS SAM は、コマンドラインインターフェ
イス (AWS SAM CLI) も提供しています。CLI には、AWS CLI と同じパッケージングおよびデプロイ機
能があり、さらに Lambda アプリケーションに固有の機能が追加されています。AWS SAM CLIを使用し
て、Lambda 実行環境をエミュレートする Docker コンテナでローカルにアプリケーションをテストしま
す。
• AWS SAM CLI のインストール
• AWS SAM でサーバーレスアプリケーションのテストとデバッグ
• AWS SAM で CI/CD システムを使用したサーバーレスアプリケーションのデプロイ
AWS Cloud9 は、Node.js、AWS SAM CLI、および Docker を含むオンライン開発環境を提供しま
す。AWS Cloud9 を使用すると、開発をすばやく開始し、どのコンピュータからでも開発環境にアクセス
できます。手順については、AWS Cloud9 ユーザーガイドの「開始方法」を参照してください。
統合開発環境 (IDE) 用の AWS ツールキットをローカル開発に使用することで、リポジトリにプッシュす
る前の関数をテストおよびデバッグできます。
• AWS Toolkit for JetBrains – PyCharm (Python) と IntelliJ (Java) IDE 用のプラグイン。
• AWS Toolkit for Eclipse – Eclipse IDE 用のプラグイン (複数言語)。
• AWS Toolkit for Visual Studio Code – Visual Studio Code IDE 用のプラグイン (複数言語)。
• AWS Toolkit for Visual Studio – Visual Studio IDE 用のプラグイン (複数言語)。

トラブルシューティング
アプリケーションを開発する際、以下のタイプのエラーが発生する可能性があります。
• 構築エラー - Issues コンパイル、テスト、パッケージングのエラーなど、構築段階中に発生する問題。
• デプロイエラー - AWS CloudFormation がアプリケーションスタックを更新できない場合に発生する問
題。これには、アクセス許可のエラー、アカウントのクォータ、サービスの問題、またはテンプレート
のエラーが含まれます。
• 呼び出しエラー - 関数のコードまたはランタイムから返されるエラー。
構築エラーおよびデプロイエラーの場合は、Lambda コンソールでエラーの原因を特定できます。

アプリケーションエラーのトラブルシューティングを行うには
1.

Lambda コンソールの [Applications (アプリケーション)] ページを開きます。

2.
3.
4.

アプリケーションを選択します。
[デプロイ] を選択します。
アプリケーションのパイプラインを表示するには、[Deployment pipeline (デプロイパイプライン)] を
選択します。
エラーが発生したアクションを特定します。
コンテキストでエラーを表示するには、[詳細] を選択します。

5.
6.

ExecuteChangeSet アクション中に発生したデプロイエラーの場合、パイプラインは AWS
CloudFormation コンソールのスタックイベントのリストにリンクされます。ステータスが
UPDATE_FAILED のイベントを検索します。エラーの発生後に AWS CloudFormation はロールバックする
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ため、関連するイベントは、リスト内の他のいくつかのイベントの下にあります。AWS CloudFormation
が変更セットを作成できなかった場合、エラーは [イベント] の下ではなく [変更セット] の下に表示されま
す。
デプロイエラーや呼び出しエラーの一般的な原因は、1 つ以上のロールにアクセス許可が不足しているこ
とです。パイプラインには、CloudFormationRole スタックを直接更新するために使用する ユーザーア
クセス許可 (p. 60)と同等のデプロイ用のロール (AWS CloudFormation) があります。アプリケーションに
リソースを追加する場合や、ユーザーアクセス許可を必要とする Lambda 機能を有効にする場合は、デプ
ロイロールが使用されます。デプロイロールへのリンクは、アプリケーションの概要の [Infrastructure (イ
ンフラストラクチャ)] の下にあります。
関数が AWS の他のサービスやリソースにアクセスする場合、または追加のアクセス許可が関数に必要と
なる機能を有効にすると、関数の実行ロール (p. 53)が使用されます。アプリケーションテンプレートで作
成されるすべての実行ロールには、アプリケーションのアクセス許可の境界も適用されます。テンプレー
トの実行ロールにアクセス許可を追加した後で、この境界に、追加のサービスや IAM リソースへのアクセ
ス権を明示的に付与する必要があります。
たとえば、関数を Virtual Private Cloud (VPC) に接続する (p. 197)には、VPC リソースを記述するための
ユーザーアクセス許可が必要です。実行ロールには、ネットワークインターフェイスを管理するためのア
クセス許可が必要です。この場合、以下のステップに従います。
1. IAM でデプロイロールに必要なユーザーアクセス許可を追加します。
2. IAM で、アクセス許可の境界に実行ロールアクセス許可を追加します。
3. アプリケーションテンプレートで実行ロールに実行ロールアクセス許可を追加します。
4. コミットしてプッシュし、更新された実行ロールをデプロイします。
アクセス許可のエラーに対処したら、パイプラインの概要で [変更のリリース] を選択して、ビルドとデプ
ロイを再実行します。

クリーンアップ
サンプルを引き続き変更して使用し、独自のアプリケーションを開発できます。サンプルを使い終わった
ら、アプリケーションを削除して、パイプライン、リポジトリ、およびストレージに課金されないように
します。

アプリケーションを削除するには
1.
2.

AWS CloudFormation コンソールを開きます。
アプリケーションスタックを削除します - my-app。

3.
4.

Amazon S3 コンソールを開きます。

5.

AWS CloudFormationコンソールに戻り、インフラストラクチャスタックを削除します –
serverlessrepo-my-app-toolchain。

アーティファクトバケット を削除します - us-east-2-123456789012-my-app-pipe。

関数ログは、AWS CloudFormation のアプリケーションまたはインフラストラクチャスタックに関連付け
られていません。ロググループは CloudWatch Logs コンソールで個別に削除します。

ロググループを削除するには
1.
2.
3.
4.

Amazon CloudWatch コンソールで、[Log groups (ロググループ)] ページを開きます。
関数のロググループ (/aws/lambda/my-app-helloFromLambdaFunction-YV1VXMPLK7QK) を選
択します。
[Actions] (アクション) を選択してから、[Delete log group] (ロググループの削除) を選択します。
[Yes, Delete] (はい、削除します) を選択します。
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Lambda 関数のローリングデプロイ
ローリングデプロイを使用して、Lambda 関数の新しいバージョンの導入に伴うリスクを制御します。
ローリングデプロイでは、システムは関数の新しいバージョンを自動的にデプロイし、徐々に増加する
トラフィックを新しいバージョンに送信します。トラフィックの量と増加率は、設定可能なパラメータで
す。
AWS CodeDeploy および AWS SAM を使用して、ローリングデプロイの設定を行います。CodeDeploy
は、Amazon EC2 や AWS Lambda などの Amazon コンピューティングプラットフォームへのアプリケー
ションデプロイを自動化するサービスです。詳細については、「CodeDeploy とは何ですか?」を参照して
ください。CodeDeploy を使用して Lambda 関数をデプロイすることにより、簡単にデプロイのステータ
スをモニタリングし、問題を検出した場合にロールバックを開始できます。
AWS SAM は、サーバーレスアプリケーションを構築するためのオープンソースのフレームワークで
す。AWS SAM テンプレート（YAML フォーマット）を作成して、ローリングデプロイに必要なコンポー
ネントの設定を指定できます。AWS SAM はこのテンプレートを使用して、コンポーネントを作成し設定
します。詳細については、「AWS SAM とは?」を参照してください。
ローリングデプロイでは、AWS SAM は次のタスクを実行します。
• Lambda 関数を設定し、エイリアスを作成します。
エイリアスのルーティング設定は、ローリングデプロイを実装する基本的な機能です。
• CodeDeploy アプリケーションとデプロイグループを作成します。
デプロイグループは、ローリングデプロイとロールバック（必要な場合）を管理します。
• Lambda 関数の新しいバージョンを作成したとき、検出します。
• 新しいバージョンのデプロイを開始するよう CodeDeploy をトリガーします。

サンプル AWS SAM Lambda テンプレート
次の例では、単純なローリングデプロイの AWS SAM テンプレートを示しています。

AWSTemplateFormatVersion : '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: A sample SAM template for deploying Lambda functions.
Resources:
# Details about the myDateTimeFunction Lambda function
myDateTimeFunction:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: myDateTimeFunction.handler
Runtime: nodejs12.x
# Creates an alias named "live" for the function, and automatically publishes when you
update the function.
AutoPublishAlias: live
DeploymentPreference:
# Specifies the deployment configuration
Type: Linear10PercentEvery2Minutes

このテンプレートは、次のプロパティを持つ myDateTimeFunction という名前の Lambda 関数を定義し
ます。
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AutoPublishAlias
AutoPublishAlias プロパティは、live という名前のエイリアスを作成します。さらに、関数の新
しいコードを保存するときに、AWS SAM フレームワークが自動的に検出します。その後、フレーム
ワークは新しい関数バージョンを公開して、新しいバージョンを指すように live エイリアスを更新
します。
DeploymentPreference
DeploymentPreference プロパティにより、CodeDeploy アプリケーションが Lambda 関数
の元のバージョンから新しいバージョンにトラフィックを移行するレートが決まります。この値
Linear10PercentEvery2Minutes により、トラフィックの追加 10% が 2 分ごとに新しいバー
ジョンにシフトされます。
事前設定されたデプロイ設定の一覧については、「デプロイ設定」を参照してください。
Lambda 関数で CodeDeploy を使用する方法の詳細については、「CodeDeploy を使用して更新された
Lambda 関数をデプロイする」を参照してください。
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AWS Mobile SDK for Android を使って Lambda 関
数を呼び出す
Lambda 関数は、モバイルアプリケーションから呼び出すことができます。ビジネスロジックを関数に組
み込み、開発ライフサイクルをフロントエンドクライアントのライフサイクルから切り離すことで、モ
バイルアプリケーションの開発や保守の複雑さは軽減されます。Mobile SDK for Android では、Amazon
Cognito を使用してユーザーの認証およびリクエストの認可 (p. 796)を行います。
モバイルアプリケーションから関数を呼び出す場合は、イベント構造、呼び出しタイプ (p. 231)、および
アクセス許可モデルを選択します。エイリアス (p. 181)を使用して、関数コードへのシームレスな更新を
有効にすることができますが、使用しない場合、関数とアプリケーションは緊密に結合されません。関
数を追加するにつれて、API レイヤーを作成して、関数コードをフロントエンドクライアントから切り離
し、パフォーマンスを向上させることができます。
モバイルアプリケーションやウェブアプリケーション用に完全な機能を備えたウェブ API を作成するに
は、Amazon API Gateway を使用します。API Gateway では、カスタムオーソライザー、スロットルリク
エスト、キャッシュ結果をすべての関数に対して追加することができます。詳細については、「Amazon
API Gateway で AWS Lambda を使用する (p. 515)」を参照してください。
トピック
• チュートリアル: Mobile SDK for Android で AWS Lambda を使用する (p. 796)
• サンプル関数コード (p. 802)

チュートリアル: Mobile SDK for Android で AWS
Lambda を使用する
このチュートリアルでは、Amazon Cognito を使用して認証情報を取得し Lambda 関数を呼び出す、シン
プルな Android モバイルアプリケーションを作成します。
このモバイルアプリケーションは、Amazon Cognito アイデンティティプールから AWS 認証情報を取得
し、その認証情報を使用して、リクエストデータを含むイベントで Lambda 関数を呼び出します。この関
数は、リクエストを処理し、レスポンスをフロントエンドに返します。

前提条件
このチュートリアルでは、基本的な Lambda オペレーションと Lambda コンソールについてある程度の
知識があることを前提としています。初めての方は、コンソールで Lambda の関数の作成 (p. 8) の手順に
従って最初の Lambda 関数を作成してください。
次のステップを完了するには、コマンドを実行するコマンドラインターミナルまたはシェルが必要です。
コマンドと予想される出力は、別々のブロックにリストされます。
aws --version

次のような出力が表示されます。
aws-cli/2.0.57 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64

コマンドが長い場合、コマンドを複数行に分割するためにエスケープ文字 (\) が使用されます。
Linux および macOS では、任意のシェルとパッケージマネージャーを使用します。Windows 10 で
は、Linux 用の Windows サブシステムをインストールして、Windows 統合バージョンの Ubuntu および
Bash を入手できます。
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実行ロールを作成する
AWS リソースにアクセスするためのアクセス権限を関数に付与する実行ロール (p. 53)を作成します。

実行ロールを作成するには
1.

IAM コンソールの [roles page (ロールページ)] を開きます。

2.

[ロールの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ - AWS Lambda
• アクセス許可 - AWSLambdaBasicExecutionRole
• ロール名 – lambda-android-role。

AWSLambdaBasicExecutionRole ポリシーには、ログを CloudWatch Logs に書き込むために関数が必要と
するアクセス許可があります。

関数を作成する
次の例では、データを使用して文字列レスポンスを生成しています。

Note
他の言語によるサンプルコードについては、「」を参照してくださいサンプル関数コー
ド (p. 802)

Example index.js
exports.handler = function(event, context, callback) {
console.log("Received event: ", event);
var data = {
"greetings": "Hello, " + event.firstName + " " + event.lastName + "."
};
callback(null, data);
}

関数を作成するには
1.

サンプルコードを index.js という名前のファイルにコピーします。

2.

デプロイパッケージを作成します。
zip function.zip index.js

3.

create-function コマンドを使用して Lambda 関数を作成します。
aws lambda create-function --function-name AndroidBackendLambdaFunction \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs12.x \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-android-role

Lambda 関数をテストする
サンプルイベントデータを使用して手動で関数を呼び出します。

Lambda 関数をテストするには (AWS CLI)
1.

以下のサンプルイベント JSON を input.txt ファイル に保存します。
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{

2.

"firstName": "first-name",

"lastName": "last-name" }

以下の invoke コマンドを実行します。
aws lambda invoke --function-name AndroidBackendLambdaFunction \
--payload file://file-path/input.txt outputfile.txt

AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。これをデフォ
ルト設定にするには、aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out を実行
します。詳細については、AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプションを参
照してください。

Amazon Cognito アイデンティティプールを作成する
このセクションでは、Amazon Cognito アイデンティティプールを作成します。アイデンティティ
プールには 2 つの IAM ロールがあります。認証されていないユーザー用に IAM ロールを更新
し、AndroidBackendLambdaFunction Lambda 関数を実行するアクセス許可を付与します。
IAM ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM ロールをご参照ください。Amazon Cognito
サービスの詳細については、Amazon Cognito の製品情報ページを参照してください。

ID プールを作成するには
1.

Amazon Cognito コンソールを開きます。

2.

JavaFunctionAndroidEventHandlerPool という名前の新しい ID プールを作成します。ID プー
ルを作成する手順に従う前に、次のことに注意してください。
• 作成する ID プールでは、認証されていない ID へのアクセスを許可する必要があります。この例の
モバイルアプリケーションでは、ユーザーがログインする必要はないためです。したがって、必ず
[認証されていない ID に対してアクセスを有効にする] オプションを選択してください。
• 認証されていない ID に関連付けられているアクセス許可ポリシーに、次のステートメントを追加し
ます。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:useast-1:123456789012:function:AndroidBackendLambdaFunction"
]
}

作成されるポリシーは次のとおりです。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"mobileanalytics:PutEvents",
"cognito-sync:*"
],
"Resource":[
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},
{

]

"*"

"Effect":"Allow",
"Action":[
"lambda:invokefunction"
],
"Resource":[
"arn:aws:lambda:us-east-1:accountid:function:AndroidBackendLambdaFunction"
]
}
]
}

アイデンティティプールを作成する方法は、Amazon Cognito コンソールにログインし、[New Identity
Pool] (新しいアイデンティティプール) のウィザードに従います。
3.

アイデンティティプール ID を記録します。次のセクションで作成するモバイルアプリケーションで、
この ID を指定します。アプリケーションは、一時的なセキュリティ認証情報をリクエストするため
Amazon Cognito にリクエストを送る際に、この ID を使用します。

Android アプリケーションの作成
イベントを生成し、パラメータとしてイベントデータを渡すことで Lambda 関数を呼び出すシンプルな
Android モバイルアプリケーションを作成します。
次の手順は、Android Studio を使用して確認されました。
1.

次の設定を使用して、AndroidEventGenerator という新しい Android プロジェクトを作成しま
す。
• [Phone and Tablet] プラットフォームを選択します。
• [Blank Activity] を選択します。

2.

build.gradle (Module:app) ファイルで、dependencies セクションに以下を追加します。
compile 'com.amazonaws:aws-android-sdk-core:2.2.+'
compile 'com.amazonaws:aws-android-sdk-lambda:2.2.+'

3.

プロジェクトをビルドし、必要な依存関係が必要に応じてダウンロードされるようにします。

4.

Android アプリケーションマニフェスト (AndroidManifest.xml) で、次のアクセス権限を追加し、
アプリケーションがインターネットに接続できるようにします。アクセス権限は、</manifest> 終
了タグの直前に追加できます。
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

5.

MainActivity で、次のインポートを追加します。
import com.amazonaws.mobileconnectors.lambdainvoker.*;
import com.amazonaws.auth.CognitoCachingCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;

6.

[package] セクションで、以下の 2 つのクラス（RequestClass と ResponseClass）を追加しま
す。POJO が、前のセクションの Lambda 関数で作成した POJO と同じであることに注意してくださ
い。
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• RequestClass。このクラスのインスタンスは、名と姓で構成されるイベントデータの POJO
(Plain Old Java Object) として機能します。前のセクションで作成した Lambda 関数に Java の例を
使用している場合、この POJO は Lambda 関数コードで作成した POJO と同じです。
package com.example....lambdaeventgenerator;
public class RequestClass {
String firstName;
String lastName;
public String getFirstName() {
return firstName;
}
public void setFirstName(String firstName) {
this.firstName = firstName;
}
public String getLastName() {
return lastName;
}
public void setLastName(String lastName) {
this.lastName = lastName;
}
public RequestClass(String firstName, String lastName) {
this.firstName = firstName;
this.lastName = lastName;
}

}

public RequestClass() {
}

• ResponseClass
package com.example....lambdaeventgenerator;
public class ResponseClass {
String greetings;
public String getGreetings() {
return greetings;
}
public void setGreetings(String greetings) {
this.greetings = greetings;
}
public ResponseClass(String greetings) {
this.greetings = greetings;
}

}

7.

public ResponseClass() {
}

同じパッケージで、AndroidBackendLambdaFunction Lambda 関数を呼び出すために
MyInterface というインターフェイスを作成します。
package com.example.....lambdaeventgenerator;
import com.amazonaws.mobileconnectors.lambdainvoker.LambdaFunction;
public interface MyInterface {
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/**
* Invoke the Lambda function "AndroidBackendLambdaFunction".
* The function name is the method name.
*/
@LambdaFunction
ResponseClass AndroidBackendLambdaFunction(RequestClass request);
}

コード内の @LambdaFunction の注釈により、特定のクライアントメソッドが同じ名前の Lambda
関数にマッピングされます。
8.

アプリケーションをシンプルに保つため、onCreate() イベントハンドラで Lambda 関数を呼び出
すコードを追加します。MainActivity で、onCreate() コードの末尾に以下のコードを追加しま
す。
// Create an instance of CognitoCachingCredentialsProvider
CognitoCachingCredentialsProvider cognitoProvider = new
CognitoCachingCredentialsProvider(
this.getApplicationContext(), "identity-pool-id", Regions.US_WEST_2);
// Create LambdaInvokerFactory, to be used to instantiate the Lambda proxy.
LambdaInvokerFactory factory = new LambdaInvokerFactory(this.getApplicationContext(),
Regions.US_WEST_2, cognitoProvider);
// Create the Lambda proxy object with a default Json data binder.
// You can provide your own data binder by implementing
// LambdaDataBinder.
final MyInterface myInterface = factory.build(MyInterface.class);
RequestClass request = new RequestClass("John", "Doe");
// The Lambda function invocation results in a network call.
// Make sure it is not called from the main thread.
new AsyncTask<RequestClass, Void, ResponseClass>() {
@Override
protected ResponseClass doInBackground(RequestClass... params) {
// invoke "echo" method. In case it fails, it will throw a
// LambdaFunctionException.
try {
return myInterface.AndroidBackendLambdaFunction(params[0]);
} catch (LambdaFunctionException lfe) {
Log.e("Tag", "Failed to invoke echo", lfe);
return null;
}
}
@Override
protected void onPostExecute(ResponseClass result) {
if (result == null) {
return;
}
// Do a toast
Toast.makeText(MainActivity.this, result.getGreetings(),
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
}.execute(request);

9.

コードを実行し、以下のように確認します。
• Toast.makeText() に、返されたレスポンスが表示されます。
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• CloudWatch Logs に、Lambda 関数によって作成されたログが示されます。これはイベントデータ
（名と姓）を示します。この情報も、AWS Lambda コンソールで確認できます。

サンプル関数コード
サンプルコードは以下の言語で利用可能です。
トピック
• Node.js (p. 802)
• Java (p. 802)

Node.js
次の例では、データを使用して文字列レスポンスを生成しています。

Example index.js
exports.handler = function(event, context, callback) {
console.log("Received event: ", event);
var data = {
"greetings": "Hello, " + event.firstName + " " + event.lastName + "."
};
callback(null, data);
}

サンプルコードを zip ファイルに圧縮し、デプロイパッケージを作成します。手順については、「.zip
ファイルアーカイブで Node.js Lambda 関数をデプロイする (p. 297)」を参照してください。

Java
次の例では、データを使用して文字列レスポンスを生成しています。
コードで、handler（myHandler）は入出力に RequestClass および ResponseClass 型を使用しま
す。コードでは、これらの型を実装しています。

Example HelloPojo.java
package example;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
public class HelloPojo {
// Define two classes/POJOs for use with Lambda function.
public static class RequestClass {
String firstName;
String lastName;
public String getFirstName() {
return firstName;
}
public void setFirstName(String firstName) {
this.firstName = firstName;
}
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public String getLastName() {
return lastName;
}
public void setLastName(String lastName) {
this.lastName = lastName;
}
public RequestClass(String firstName, String lastName) {
this.firstName = firstName;
this.lastName = lastName;
}

}

public RequestClass() {
}

public static class ResponseClass {
String greetings;
public String getGreetings() {
return greetings;
}
public void setGreetings(String greetings) {
this.greetings = greetings;
}
public ResponseClass(String greetings) {
this.greetings = greetings;
}
public ResponseClass() {
}
}
public static ResponseClass myHandler(RequestClass request, Context context){
String greetingString = String.format("Hello %s, %s.", request.firstName,
request.lastName);
context.getLogger().log(greetingString);
return new ResponseClass(greetingString);
}

}

Dependencies
• aws-lambda-java-core
Lambda ライブラリの依存関係を使ってコードを構築し、デプロイパッケージを作成します。手順につい
ては、「.zip または JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397)」を参照してく
ださい。
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ステップ関数による関数のオーケス
トレーション
AWS Step Functions は、Lambda 関数を、ステートマシンと呼ばれるサーバーレスワークフローに連結で
きるオーケストレーションサービスです。ステップ関数を使用して、サーバーレスアプリケーションワー
クフロー (店舗のチェックアウトプロセスなど) を調整したり、IT オートメーションや人による承認のユー
スケース用に実行時間が長いワークフローを構築したり、ストリーミングデータの処理と取り込み用の短
時間ワークフローを大量に作成したりできます。
トピック
• ステートマシンのアプリケーションパターン (p. 804)
• Lambda コンソールでのステートマシンの管理 (p. 807)
• Step Functions を使用したオーケストレーションの例 (p. 809)

ステートマシンのアプリケーションパターン
Step Functions では、ステートマシンを使用してリソースをオーケストレーションします。ステートマシ
ンは、Amazon ステートメント言語と呼ばれる JSON ベースの構造化言語で定義されています。
セクション
• ステートマシンのコンポーネント (p. 804)
• ステートマシンのアプリケーションパターン (p. 804)
• ステートマシンへのパターンの適用 (p. 805)
• 分岐アプリケーションパターンの例 (p. 805)

ステートマシンのコンポーネント
ステートマシンには、ワークフローを構成する状態と呼ばれる要素が含まれています。各状態のロジック
によって、次に来る状態、渡すデータ、ワークフローを終了するタイミングが決定されます。状態は、そ
の名前で参照します。名前には任意の文字列を使用できますが、ステートマシン全体内で一意にする必要
があります。
Lambda を使用するステートマシンを作成するには、次のコンポーネントが必要です。
1. 1 つ以上のアクセス許可ポリシー (AWSLambdaRole サービスのアクセス許可など) を持つ Lambda の
AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
2. 特定のランタイム用の 1 つ以上の Lambda 関数 (IAM ロールがアタッチ済み)。
3. Amazon ステートメント言語で作成されたステートマシン。

ステートマシンのアプリケーションパターン
次のようなアプリケーションパターンを使用して、ステートマシンの複雑なオーケストレーションを作成
できます。
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• キャッチと再試行 - 高度な「キャッチして再試行する」機能を使用してエラーを処理します。
• 分岐 - Lambda 関数の出力に基づいて異なる分岐を選択するようにワークフローを設計します。
• チェーン - 複数の関数を一連のステップとして連結し、1 つのステップの出力を次のステップの入力に
します。
• 並列処理 - 関数を並列に実行するか、動的並列処理を使用して任意の配列のメンバーごとに関数を呼び
出します。

ステートマシンへのパターンの適用
これらのアプリケーションパターンを Amazon ステートメント言語の定義内のステートマシンに適用する
方法を次に示します。
キャッチと再試行
Catch フィールドと Retry フィールドは、キャッチして再試行するロジックをステートマシンに追
加します。キャッチ ("Type": "Catch") は、フォールバック状態を定義するオブジェクトの配列で
す。再試行 ("Type": "Retry") は、状態でランタイムエラーが発生した場合の再試行ポリシーを定
義するオブジェクトの配列です。
分岐
Choice ステートは、ステートマシンに分岐ロジックを追加します。Choice ("Type": "Choice")
は、ステートマシンが次に移行する状態を決定するルールの配列です。
チェーン
「チェーン」パターンは、ステートマシン内の相互に接続された複数の Lambda 関数を表します。
チェーンを使用すると、ステートマシンの Task ("Type": "Task") 状態から再利用可能なワークフ
ロー呼び出しを作成できます。
並列処理
Parallel ステートは、ステートマシンに並列処理ロジックを追加します。Parallel ステート
("Type": "Parallel") を使用して、ステートマシンに呼び出しの並列分岐を作成できます。
動的並列処理
Map ステートは、ステートマシンに動的な「for-each」ループロジックを追加します。Map ステート
("Type": "Map") を使用して、ステートマシン内の入力配列の要素ごとに一連のステップを実行で
きます。Parallel ステートは、同じ入力を使用してステップの複数の分岐を呼び出しますが、Map
ステートは配列の複数のエントリに対して同じステップを呼び出します。
Step Functions は、アプリケーションパターンに加えて、さまざまなサービス統合パターンをサポートし
ています。これには、人間による承認のためにワークフローを一時停止する機能、レガシーシステムやそ
の他のサードパーティーを呼び出す機能が含まれます。

分岐アプリケーションパターンの例
次の例では、Amazon ステートメント言語 (ASL) 定義で定義されている WhichCoat ステートマシン
が、Choice 状態 ("Type": "Choice") の分岐アプリケーションパターンを示しています。3 つの
Choice ステートのいずれかの条件が満たされると、Lambda 関数が Task として呼び出されます。
1. WearHeavyCoat ステートは wear_heavy_coat Lambda 関数を呼び出し、メッセージを返します。
2. WearLightJacket ステートは wear_light_jacket Lambda 関数を呼び出し、メッセージを返しま
す。
3. None ステートは no_jacket Lambda 関数を呼び出し、メッセージを返します。
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WhichCoat ステートマシンの構造は次のとおりです。

Example Amazon ステートメント言語の定義の例
WhichCoat ステートマシンの次の Amazon ステートメント言語定義では、Variable という Weather
コンテキストオブジェクトを使用します。StringEquals の 3 つの条件のいずれかが満たされる
と、Resource フィールドの Amazon リソースネーム (ARN) に定義されている Lambda 関数が呼び出さ
れます。
{

"Comment":"Coat Indicator State Machine",
"StartAt":"WhichCoat",
"States":{
"WhichCoat":{
"Type":"Choice",
"Choices":[
{
"Variable":"$.Weather",
"StringEquals":"FREEZING",
"Next":"WearHeavyCoat"
},
{
"Variable":"$.Weather",
"StringEquals":"COOL",
"Next":"WearLightJacket"
},
{
"Variable":"$.Weather",
"StringEquals":"WARM",
"Next":"None"
}
]
},
"WearHeavyCoat":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:lambda:us-west-2:01234567890:function:wear_heavy_coat",
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"End":true
},
"WearLightJacket":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:lambda:uswest-2:01234567890:function:wear_light_jacket",
"End":true
},
"None":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:lambda:us-west-2:01234567890:function:no_coat",

}

}

}

"End":true

Example Python 関数の例
Python (wear_heavy_coat) の次の Lambda 関数は、前の例で定義したステートマシンに対し
て呼び出すことができます。WhichCoat ステートマシンが FREEZING の文字列値に等しい場
合、wear_heavy_coat 関数が Lambda から呼び出され、ユーザーは、関数「You should wear a heavy
coat today」に対応するメッセージを受け取ります。
from __future__ import print_function
import datetime
def wear_heavy_coat(message, context):
print(message)
response = {}
response['Weather'] = message['Weather']
response['Timestamp'] = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H-%M-%S")
response['Message'] = 'You should wear a heavy coat today.'
return response

Example 呼び出しデータの例
次の入力データは、Weather 変数が FREEZING の文字列値と等しいときに、wear_heavy_coatLambda
関数を呼び出す WearHeavyCoat ステートを実行します。
{
}

"Weather":"FREEZING"

詳細については、AWS Step Functions デベロッパーガイドの Creating a Step Functions State Machine
That Uses Lambda を参照してください。

Lambda コンソールでのステートマシンの管理
Lambda コンソールを使用して、Step Functions ステートマシンおよびこれらのステートマシンが使用す
る Lambda 関数の詳細を表示できます。
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セクション
• ステートマシンの詳細の表示 (p. 808)
• ステートマシンの編集 (p. 808)
• ステートマシンの実行 (p. 808)

ステートマシンの詳細の表示
Lambda コンソールには、Lambda 関数を呼び出すワークフローステップが少なくとも 1 つ含まれている
ステートマシンが、現在の AWS リージョンから一覧表示されます。
ステートマシンを選択して、ワークフローをグラフィカル表示します。青でハイライトされたステップ
は、Lambda 関数を表します。グラフコントロールを使用して、グラフをズームイン、ズームアウト、中
央揃えにします。

Note
ステートマシンの定義で Lambda 関数が JsonPath により動的に参照されている場合、関数の詳
細を Lambda コンソールに表示することはできません。代わりに、関数名が動的参照として表示
され、グラフ内の対応するステップが灰色表示になります。

ステートマシンの詳細を表示するには
1.

Lambda コンソールで Step Functions ステートマシンのページを開きます。

2.

ステートマシンを選択します。
<result>
Lambda コンソールで [Details] (詳細)ページが開きます。
</result>

詳細については、 AWS Step Functions デベロッパーガイドの Step Functions を参照してください。

ステートマシンの編集
ステートマシンを編集する場合、Lambda を使用して Step Functions コンソールの [Edit definition] (定義の
編集) ページを開きます。

ステートマシンを編集するには
1.

Lambda コンソールで Step Functions ステートマシンのページを開きます。

2.

ステートマシンを選択します。

3.

[Edit] を選択します。
Step Functions コンソールで [Edit definition] (定義の編集) ページが開きます。

4.

ステートマシンを編集し、[保存] を選択します。

ステートマシンの編集の詳細については、AWS Step Functions デベロッパーガイドの Step Functions
state machine language を参照してください。

ステートマシンの実行
ステートマシンを実行する場合は、Lambda を使用して Step Functions コンソールの [New execution] (新
しい実行) ページを開きます。
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ステートマシンを実行するには
1.

Lambda コンソールで Step Functions ステートマシンのページを開きます。

2.

ステートマシンを選択します。

3.

[Execute] を選択します。
Step Functions コンソールで [New execution] (新しい実行) ページが開きます。

4.

(オプション) ステートマシンを編集し、[実行を開始] を選択します。

ステートマシンの実行の詳細については、AWS Step Functions デベロッパーガイドの Step Functions
state machine execution concepts を参照してください。

Step Functions を使用したオーケストレーションの
例
Step Functions ステートマシンのすべての作業は、Tasks により処理されます。Task は、作業を処理す
るために、アクティビティや Lambda 関数を使用したり、他の Step Functions 用のサポートされている
AWS のサービス統合の API アクションにパラメータを渡したりします。
セクション
• タスクとしての Lambda 関数の設定 (p. 809)
• イベントソースとしてステートマシンを設定する (p. 810)
• 関数エラーとサービスエラーの処理 (p. 810)
• AWS CloudFormation および AWS SAM (p. 811)

タスクとしての Lambda 関数の設定
Step Functions は、Amazon States Language の定義内で Task 状態から直接 Lambda 関数を呼び出すこ
とができます。
...

"MyStateName":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:lambda:us-west-2:01234567890:function:my_lambda_function",
...

"End":true

ステートマシンまたは任意の JSON ドキュメントへの入力を使用して、Lambda 関数を呼び出す Task 状
態を作成できます。

Example event.json - ランダムエラー関数 (p. 829)への入力
{

}

"max-depth": 10,
"current-depth": 0,
"error-rate": 0.05
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イベントソースとしてステートマシンを設定する
Lambda 関数を呼び出す Step Functions ステートマシンを作成できます。次の例は、イベントペイロード
に 3 つのキーが含まれている Task という関数のバージョン 1 を呼び出す my-function 状態を示してい
ます。関数が正常な応答を返すと、ステートマシンは次のタスクに進みます。

Example ステートマシンの例
...
"Invoke": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Parameters": {
"FunctionName": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:1",
"Payload": {
"max-depth": 10,
"current-depth": 0,
"error-rate": 0.05
}
},
"Next": "NEXT_STATE",
"TimeoutSeconds": 25
}

Permissions
ステートマシンは、関数を呼び出すために Lambda API を呼び出すアクセス許可が必要です。ア
クセス許可を付与するには、AWS 管理ポリシー (AWSLambdaRole) または関数限定のインライ
ンポリシーをロールに追加します。詳細については、AWS Step Functions デベロッパーガイドの
How AWS Step Functions Works with IAMを参照してください。
FunctionName パラメータと Payload パラメータは、API 呼び出し (p. 1028)オペレーションのパラ
メータにマッピングされます。これらに加え、InvocationType パラメータと ClientContext パラ
メータを指定することもできます。たとえば、関数を非同期に呼び出して、結果を待たずに次の状態に進
むには、次のように InvocationType を Event に設定します。
"InvocationType": "Event"

ステートマシン定義でイベントペイロードをハードコーディングする代わりに、ステートマシンの実行か
らの入力を使用できます。次の例では、ステートマシンの実行時に指定された入力をイベントペイロード
として使用します。
"Payload.$": "$"

また、関数を非同期に呼び出し、この関数が AWS SDK でコールバックを行うまで待機することもできま
す。これを行うには、状態のリソースを arn:aws:states:::lambda:invoke.waitForTaskToken
に設定します。
詳細については、AWS Step Functions デベロッパーガイドの Invoke Lambda with Step Functions を参照
してください。

関数エラーとサービスエラーの処理
関数または Lambda サービスがエラーを返した場合は、呼び出しを再試行するか、エラータイプに基づい
て別の状態に進むことができます。
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次の例は、5XX シリーズ Lambda API の例外 (ServiceException)、スロットル
(TooManyRequestsException)、ランタイムエラー (Lambda.Unknown)、および
function.MaxDepthError という名前の関数定義エラーを再試行する呼び出しタスクを示しています。
また、function.DoublesRolledError という名前のエラーをキャッチし、それが発生したときに
CaughtException という名前の状態に進みます。

Example キャッチして再試行するパターンの例
...
"Invoke": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Retry": [
{
"ErrorEquals": [
"function.MaxDepthError",
"Lambda.TooManyRequestsException",
"Lambda.ServiceException",
"Lambda.Unknown"
],
"MaxAttempts": 5
}
],
"Catch": [
{
"ErrorEquals": [ "function.DoublesRolledError" ],
"Next": "CaughtException"
}
],
"Parameters": {
"FunctionName": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:1",
...

関数エラーをキャッチまたは再試行するには、カスタムエラータイプを作成します。エラータイプの名前
は、エラーをスローしたときに Lambda が返すフォーマットされたエラー応答の errorType と一致する
必要があります。
Step Functions でのエラー処理の詳細については、AWS Step Functions デベロッパーガイド の Handling
Error Conditions Using a Step Functions State Machine を参照してください。

AWS CloudFormation および AWS SAM
ステートマシンは、AWS CloudFormation (AWS Serverless Application Model) で AWS SAM テンプレー
トを使用して定義できます。AWS SAM では、ステートマシンをテンプレート内でインラインで定義する
か、別個のファイルに定義できます。次の例は、エラーを処理する Lambda 関数を呼び出すステートマシ
ンを示しています。これは、同じテンプレートで定義された関数リソースを参照します (これは示されて
いません)。

Example template.yml の分岐パターンの例
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Description: An AWS Lambda application that uses AWS Step Functions.
Resources:
statemachine:
Type: AWS::Serverless::StateMachine
Properties:
DefinitionSubstitutions:
FunctionArn: !GetAtt function.Arn
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Payload: |
{
"max-depth": 5,
"current-depth": 0,
"error-rate": 0.2
}
Definition:
StartAt: Invoke
States:
Invoke:
Type: Task
Resource: arn:aws:states:::lambda:invoke
Parameters:
FunctionName: "${FunctionArn}"
Payload: "${Payload}"
InvocationType: Event
Retry:
- ErrorEquals:
- function.MaxDepthError
- function.MaxDepthError
- Lambda.TooManyRequestsException
- Lambda.ServiceException
- Lambda.Unknown
IntervalSeconds: 1
MaxAttempts: 5
Catch:
- ErrorEquals:
- function.DoublesRolledError
Next: CaughtException
- ErrorEquals:
- States.ALL
Next: UncaughtException
Next: Success
CaughtException:
Type: Pass
Result: The function returned an error.
End: true
UncaughtException:
Type: Pass
Result: Invocation failed.
End: true
Success:
Type: Pass
Result: Invocation succeeded!
End: true
Events:
scheduled:
Type: Schedule
Properties:
Description: Run every minute
Schedule: rate(1 minute)
Type: STANDARD
Policies:
- AWSLambdaRole
...

これにより、次の構造を持つステートマシンが作成されます。
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詳細については、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドの
AWS::Serverless::StateMachine を参照してください。
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AWS Lambda 関数を使用するための
ベストプラクティス
AWS Lambda の使用時に推奨されるベストプラクティスを以下に示します。
トピック
• 関数コード (p. 814)
• Function Configuration (p. 815)
• メトリクスおよびアラーム (p. 816)
• ストリームの使用 (p. 816)
Lambda アプリケーションのベストプラクティスの詳細については、Lambda オペレータガイドの「アプ
リケーション設計」を参照してください。

関数コード
• Lambda ハンドラーをコアロジックから分離します。これにより、関数の単体テストが実行しやすくな
ります。Node.js では、次のようになります。
exports.myHandler = function(event, context, callback) {
var foo = event.foo;
var bar = event.bar;
var result = MyLambdaFunction (foo, bar);
callback(null, result);

}

function MyLambdaFunction (foo, bar) {
// MyLambdaFunction logic here
}

• 実行環境の再利用を活用して関数のパフォーマンスを向上させます。関数ハンドラー外で SDK クライア
ントとデータベース接続を初期化し、静的なアセットを /tmp ディレクトリにローカルにキャッシュし
ます。関数の同じインスタンスで処理された後続の呼び出しは、これらのリソースを再利用できます。
これにより、関数の実行時間が短縮され、コストが節約されます。
呼び出し間でデータが漏れるのを防ぐため、実行環境を使用してセキュリティ上の懸念があるユーザー
データ、イベント、またはその他の情報を保存しないでください。関数がハンドラー内のメモリに保存
できない変更可能な状態に依存している場合は、ユーザーごとに個別の関数または個別のバージョンの
関数を作成することを検討してください。
• keep-alive ディレクティブを使用して永続的な接続を維持します。Lambda は、時間の経過とともにア
イドル状態の接続を消去します。関数を呼び出すときにアイドル状態の接続を再利用しようとすると、
接続エラーが発生します。永続的な接続を維持するには、ランタイムに関連付けられている keep-alive
ディレクティブを使用します。例については、「Node.js で Keep-alive を使用して接続を再利用する」
を参照してください。
• 環境変数 (p. 172)を使用して、オペレーショナルパラメータを関数に渡します。たとえば、Amazon S3
バケットに書き込む場合、書き込み先のバケット名はハードコーディングせずに、環境変数として設定
します。
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• 関数のデプロイパッケージ内で依存関係を制御します。AWS Lambda 実行環境には、AWS SDK for
the Node.js および Python ランタイムなどのライブラリが多数含まれています (詳細なリストについて
は、Lambda ランタイム (p. 84) を参照してください)。最新の機能やセキュリティ更新プログラムを有
効にするために、Lambda はこれらのライブラリを定期的に更新します。この更新により、Lambda 関
数の動作が微妙に変化する場合があります。関数で使用する依存関係を完全に制御するには、すべての
依存関係をデプロイパッケージでパッケージングします。
• デプロイパッケージをランタイムに必要な最小限のサイズにします。これにより、呼び出しに先立っ
てデプロイパッケージをダウンロードして解凍する所要時間が短縮されます。Java または .NET Core
で作成した関数の場合は、デプロイパッケージの一環として AWS SDK ライブラリ全体をアップ
ロードしないようにします。代わりに、SDK のコンポーネントを必要に応じて選別するモジュール
(DynamoDB、Amazon S3 SDK モジュール、Lambda コアライブラリなど) を使用します。
• Java で記述されたデプロイパッケージを Lambda で解凍する所要時間を短縮します。そのために、依存
する .jar ファイルを別個の /lib ディレクトリにファイルします。これで関数のすべてのコードを多数
の .class ファイルと一緒に単一の Jar に収納するよりも高速化されます。手順については、「.zip ま
たは JAR ファイルアーカイブで Java Lambda 関数をデプロイする (p. 397)」を参照してください。
• 依存関係の複雑さを最小限に抑えます。フレームワークを単純化して、実行環境 (p. 103)起動時のロー
ドを高速化します。たとえば、Spring Framework などの複雑なフレームワークよりも、Dagger や
Guice などの単純な Java 依存関係インジェクション (IoC) フレームワークを使用します。
• Lambda 関数内で任意の条件が満たされるまで、その関数自身を自動的に呼び出すような再帰的なコー
ドを使用しないでください。これを行うと意図しないボリュームで関数が呼び出され、料金が急増する
可能性があります。誤ってこのようなコードを使用した場合は、すぐに関数の予約済同時実行数を 0 に
設定して、コードを更新している間のすべての関数の呼び出しをスロットリングします。
• Lambda 関数コードで文書化されていない非公開の API を使用しないでください。AWS Lambda マネー
ジドランタイムでは、Lambda が Lambda の内部 API にセキュリティと機能面の更新を定期的に適用し
ます。これらの内部 API 更新には後方互換性がないことがあり、関数にこれらの非公開 API に対する依
存関係がある場合、呼び出しの失敗などの意図しない結果につながります。公開されている API のリス
トについては、「API リファレンス (p. 909)」を参照してください。
• 冪等性コードを記述します。関数の記述に冪等性コードを使用すると、重複するイベントが同じ方法で
処理されるようになります。コードでは、イベントを適切に検証し、重複するイベントを適切に処理す
る必要があります。詳細については、「Lambda 関数を冪等にするにはどうすればよいですか?」を参照
してください。

Function Configuration
• Lambda 関数のパフォーマンステストは、最適なメモリサイズ設定を選択する上で欠かせない部分で
す。メモリサイズが増えると、関数で利用できる CPU も同様に増加します。関数のメモリ使用量は
呼び出しごとに決定され、Amazon CloudWatch で表示できます。次に示すように、呼び出しごとに
REPORT: エントリが作成されます。
REPORT RequestId: 3604209a-e9a3-11e6-939a-754dd98c7be3 Duration: 12.34 ms Billed
Duration: 100 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 18 MB

Max Memory Used: フィールドを分析することで、関数のメモリが不足しているか、関数のメモリサ
イズをオーバープロビジョニングしているかを判断できます。
関数のために適切なメモリの構成を見つけるには、オープンソースの AWS Lambda Power Tuning プロ
ジェクトを使用することを推奨しています。詳細については、GitHub の AWS Lambda Power Tuning を
参照してください。
関数のパフォーマンスを最適化するためには、Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) が利用可能なライ
ブラリのデプロイも推奨されます。これにより、機械学習による推定、メディア処理、ハイパフォーマ
ンスコンピューティング (HPC)、科学シミュレーション、財務モデリングなど、負荷が大きくなりがち
なワークロードを処理できるようになります。詳細については、AVX2 を使用した高速な AWS Lambda
関数の作成を参照してください。
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• Lambda 関数のロードテストにより、最適なタイムアウト値を決定します。関数の実行時間を分析し、
依存関係サービスの問題に伴って関数の同時実行が必要以上に増えるような状況をより的確に判定しま
す。これは、Lambda のスケーリングを処理しない可能性があるリソースに対して Lambda 関数から
ネットワークの呼び出しを行うときに特に重要です。
• IAM ポリシーの設定時に最も制限的なアクセス許可を使用します。Lambda 関数に必要なリソース
とオペレーションを把握し、実行ロールをこれらのアクセス許可に制限します。詳細については、
「Lambda でのアクセス許可 (p. 52)」を参照してください。
• Lambda クォータ (p. 818) について理解を深めます。ランタイムのリソース制限を決定する際に、ペ
イロードサイズ、ファイル記述子、および /tmp スペースが見過ごされがちです。
• 使用しなくなった Lambda 関数を削除します。削除することで、未使用の関数がデプロイパッケージサ
イズの制限対象として不必要にカウントされなくなります。
• イベントソースとして Amazon Simple Queue Service を使用している場合、関数の予想呼び出し
時間の値が、キューの可視性タイムアウトの値を超過していないことを確認してください。これ
は、CreateFunction (p. 938)およびUpdateFunctionConfiguration (p. 1134)の両方に適用されます。
• CreateFunction の場合、AWS Lambda における関数の作成プロセスは失敗します。
• UpdateFunctionConfiguration の場合、関数の呼び出しが重複する可能性があります。

メトリクスおよびアラーム
• Lambda 関数のメトリクスの使用 (p. 744) および CloudWatch アラームを使用することで、Lambda 関
数コード内からメトリクスを作成または更新しないようにします。Lambda 関数のヘルスを追跡する方
法としてより効率的であり、デプロイプロセスの早期で問題を把握できます。たとえば、Lambda 関数
の推定される呼び出し所要時間に基づいてアラームを設定し、関数コードに起因するボトルネックやレ
イテンシーに対処できます。
• ログ記録のライブラリやAWS Lambda メトリクスとディメンションを活用して、アプリケーションエ
ラー (ERR、ERROR、WARNING など) を補足します。
• AWS コスト異常の検出を使用して、アカウントの異常なアクティビティを検出します。コスト異常の検
出は、機械学習を使用し、コストと使用量を継続的にモニタリングしながら誤検出アラートを最小限に
抑えます。コスト異常の検出は、AWS Cost Explorer のデータを使用しますが、データには最大 24 時間
の遅延があります。その結果、使用を開始してから異常を検出するまでに最大 24 時間かかる場合があ
ります。コスト異常の検出を開始するには、まず Cost Explorer にサインアップする必要があります。次
に、コスト異常の検出をアクセスします。

ストリームの使用
• バッチおよびレコードの各種サイズのテストにより、関数がタスクを完了できるスピードに合わせて各
イベントソースのポーリング間隔を調整します。CreateEventSourceMapping (p. 927) BatchSize パラ
メータは、各呼び出しで関数に送信できるレコードの最大数を制御します。通常、バッチサイズが大き
いほど、大きなレコードセット全体での呼び出しのオーバーヘッドをより効率的に吸収し、スループッ
トを増大できます。
デフォルトで、Lambda はレコードが使用可能になると同時に関数を呼び出します。Lambda がイベン
トソースから読み取るバッチにレコードが 1 つしかない場合、Lambda は関数に 1 つのレコードしか送
信しません。少数のレコードで関数を呼び出さないようにするには、バッチ処理ウィンドウを設定する
ことで、最大 5 分間レコードをバッファリングするようにイベントソースに指示できます。関数を呼び
出す前に、Lambda は、完全なバッチを収集する、バッチ処理ウィンドウの期限が切れる、またはバッ
チが 6 MB のペイロード制限に到達するまでイベントソースからのレコードの読み取りを継続します。
詳細については、「バッチ処理動作 (p. 244)」を参照してください。
• シャードを追加して Kinesis ストリーム処理のスループットを増加させます。Kinesis ストリームは 1
つ以上のシャードで構成されます。Lambda は、最大で 1 つの同時呼び出しを使用して、各シャードを
ポーリングします。たとえば、ストリーミングに 100 個のアクティブなシャードがある場合は、最大
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で 100 個の Lambda 関数呼び出しが同時に実行されます。シャードの数を増やすと、直接的な結果とし
て、Lambda 関数の同時呼び出しの最大数が増えます。また、Kinesis ストリーム処理のスループットが
増える場合があります。Kinesis ストリームのシャード数を増やす場合は、データの適切なパーティショ
ンキー (「パーティションキー」を参照) を選択していることを確認し、関連レコードが同じシャードに
割り当てられ、データが適切に配分されるようにします。
• Amazon CloudWatchを IteratorAge で使用し、Kinesis ストリームが処理されているかどうかを判断しま
す。たとえば、CloudWatch アラームを最大値の 30,000 (30 秒) に設定します。
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Lambda クォータ
Important
新規の AWS アカウントでは、同時実行性とメモリクォータが低くなっています。これらの
クォータは、使用状況に応じて AWS が自動的に引き上げます。また、クォータの引き上げをリ
クエストすることも可能です。

コンピューティングとストレージ
Lambda では、関数の実行と保存に使用できるコンピューティングおよびストレージリソースの量に対し
てクォータを設定します。以下のクォータは、AWS リージョンごとに適用されており、引き上げることが
できます。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げのリクエスト」を
参照してください。
リソース

デフォルトのクォータ

引き上げること
ができる最大

同時実行数

1,000

数万

アップロードされた関数 (.zip ファイルアーカイブ)
とレイヤーのストレージ。各関数バージョンとレ
イヤーバージョンは、ストレージを消費します。

75 GB

Terabytes

コードストレージ管理のベストプラクティスに
ついては、Lambda オペレータガイドの Lambda
コードストレージのモニタリングを参照してくだ
さい。
コンテナイメージとして定義された関数のスト
レージ。これらのイメージは Amazon ECR に保存
されます。

「Amazon ECR サービスクォー
タ」を参照してください。

Virtual Private Cloud (VPC) ごとの Elastic Network
Interfaces (p. 197)

250

数百

Note
このクォータは、Amazon Elastic File
System (Amazon EFS) などの他のサー
ビスと共有されます。「Amazon VPC
クォータ」を参照してください。
同時実行および Lambda がトラフィックに応じて関数の同時実行数をスケーリングする方法の詳細につい
ては、「Lambda 関数のスケーリング (p. 30)」を参照してください。

関数の設定、デプロイ、実行
関数の設定、デプロイ、実行には、次のクォータが適用されます。変更することはできません。
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Note
Lambda のドキュメント、ログメッセージ、およびコンソールでは、1024 KB を示すのに (MiB で
はなく) MB 使用します。
リソース

クォータ

関数のメモリ割り当て (p. 167)

128 MB から 10,240 MB まで、1 MB 単
位で増加できます。
注意: Lambda は、設定されたメモリの
量に比例して CPU パワーを割り当てま
す。[メモリ (MB)] 設定を使用して、関
数に割り当てられたメモリと CPU パ
ワーを増減できます。1,769 MB の場
合、1 つの vCPU に相当します。

関数タイムアウト

900 秒 (15 分)

関数の環境変数 (p. 172)

4 KB (関数に関連付けられたすべての環
境変数)

関数リソースベースのポリシー (p. 69)

20 KB

関数レイヤー (p. 161)

5 つのレイヤー

関数の同時実行数のバースト (p. 30)

500～3000 (リージョンによって異なり
ます)

呼び出しペイロード (p. 231) (リクエストとレスポンス)

6 MB (同期)
256 KB (非同期)

デプロイパッケージ (.zip ファイルアーカイブ) (p. 36) のサイ
ズ

50 MB (zip 圧縮済み、直接アップロー
ド)
250 MB (解凍後)
このクォータは、レイヤーやカスタムラ
ンタイムなど、アップロードするすべて
のファイルに適用されます。
3 MB (コンソールエディタ)

コンテナイメージ (p. 148)のコードパッケージサイズ

10 GB

テストイベント (コンソールエディタ)

10

/tmp ディレクトリのストレージ

512 MB〜10,240 MB、1 MB 刻み

ファイルディスクリプタ

1,024

実行プロセス/スレッド

1,024

Lambda API リクエスト
次のクォータは Lambda API リクエストに関連付けられています。
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リソース

クォータ

リージョンあたりの呼び出しリクエスト頻度 (リクエスト数/
秒)

10 x 同時実行クォータ (同期
的 (p. 232)、すべてのソース)
10 x 同時実行クォータ (非同期
的 (p. 235)、AWS 以外のソース)

非同期の AWS のサービスソース (p. 509)での、リージョンあ
たりの呼び出しリクエスト数 (1 秒あたりのリクエスト数)

無制限のリクエストが可能です。実行
レートは、その関数で利用可能な同時
実行数に基づきます。「非同期呼び出
し (p. 235)」を参照してください。

関数のバージョンまたはエイリアスあたりの呼び出しリクエ
スト頻度 (リクエスト数/秒)

10 x 割り当て済みのプロビジョニング
された同時実行数 (p. 186)

Note
このクォータは、プロビジョニ
ングされた同時実行を使用する
関数にのみ適用されます。
GetFunction (p. 992) API リクエスト数

1 秒あたり 100 リクエスト

GetPolicy (p. 1023) API リクエスト数

1 秒あたり 15 リクエスト

残りのコントロールプレーン API リクエスト数 (呼び出
し、GetFunction、および GetPolicy リクエストを除く)

1 秒あたり 15 リクエスト

その他のサービス
AWS Identity and Access Management (IAM)、Amazon CloudFront (Lambda @Edge)、Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC) などの他のサービスのクォータが Lambda 関数に影響を及ぼすことがありま
す。詳細については、Amazon Web Services 全般的なリファレンスの「AWS サービスクォータ」および
他のサービスで AWS Lambda を使用する (p. 509) を参照してください。

820

AWS Lambda デベロッパーガイド

AWS SDK での Lambda を使用する
AWS ソフトウェア開発キット (SDK) は、多くの一般的なプログラミング言語で使用できます。各 SDK に
は、デベロッパーが好みの言語でアプリケーションを簡単に構築できるようにする API、コード例、およ
びドキュメントが提供されています。
SDK ドキュメント

コードの例

AWS SDK for C++

AWS SDK for C++ コードの例

AWS SDK for Go

AWS SDK for Go コードの例

AWS SDK for Java

AWS SDK for Java コードの例

AWS SDK for JavaScript

AWS SDK for JavaScript コードの例

AWS SDK for Kotlin

AWS SDK for Kotlin コードの例

AWS SDK for .NET

AWS SDK for .NET コードの例

AWS SDK for PHP

AWS SDK for PHP コードの例

AWS SDK for Python (Boto3)

AWS SDK for Python (Boto3) コードの例

AWS SDK for Ruby

AWS SDK for Ruby コードの例

AWS SDK for Rust

AWS SDK for Rust コードの例

AWS SDK for Swift

AWS SDK for Swift コードの例

Lambda に固有の例については、「AWS SDK を使用した Lambda のコード例 (p. 835)」を参照してくだ
さい。

可用性の例
必要なものが見つからなかった場合。このページの下にある[Provide feedback] (フィードバック
を提供する) のリンクを使用して、コード例をリクエストしてください。
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Lambda サンプルアプリケーション
このガイドの GitHub リポジトリには、さまざまな言語と AWS のサービスの使用を示すサンプルアプリ
ケーションが含まれています。各サンプルアプリケーションには、簡易のデプロイとクリーンアップ用の
スクリプト、AWS SAM テンプレート、サポートリソースが含まれています。
Node.js

Node.js のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-nodejs – ログ記録、環境変数、AWS X-Ray トレース、レイヤー、単位テスト、AWS SDK の
使用を示す Node.js 関数。
• nodejs-apig – API Gateway からのイベントを処理し、HTTP レスポンスを返す公開 API エンドポイ
ントを持つ関数。
• rds-mysql – RDS データベースの MySQL にクエリを中継する関数。このサンプルには、AWS
Secrets Manager でパスワードが設定されたプライベート VPC とデータベースインスタンスが含ま
れています。
• efs-nodejs – Amazon VPC で Amazon EFS ファイルシステムを使用する関数。このサンプルに
は、Lambda で使用するように設定された VPC、ファイルシステム、マウントターゲット、アクセ
スポイントが含まれます。
• list-manager – 関数は Amazon Kinesis Data Streams からのイベントを処理し、Amazon
DynamoDB の集計リストを更新します。この関数は、プライベート VPC の RDS データベースの
MySQL に各イベントのレコードを保存します。このサンプルには、DynamoDB とデータベースイ
ンスタンスの VPC エンドポイントを持つプライベート VPC が含まれます。
• error-processor – Node.js 関数は、指定された割合のリクエストに対してエラーを生成します。エ
ラーが記録されると、CloudWatch Logs サブスクリプションは 2 番目の関数を呼び出します。プロ
セッサ関数は、AWS SDK を使用してリクエストの詳細を収集し、Amazon S3 バケットに保存しま
す。
Python

Python のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-python – ログ記録、環境変数、AWS X-Ray トレース、レイヤー、単位テスト、AWS SDK の
使用を示す Python 関数。
Ruby

Ruby のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-ruby - ログ記録、環境変数、AWS X-Ray トレース、レイヤー、単位テスト、AWS SDK の使
用を示す Ruby 関数。
• AWS Lambda の Ruby コードサンプル – AWS Lambda との対話方法を示す、Ruby で記述された
コードサンプル。
Java

Java のサンプル Lambda アプリケーション
• java-basic - 単位テストと変数ログ記録設定を使用する、最小限の Java 関数のコレクション。
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• java-events - Amazon API Gateway、Amazon SQS、Amazon Kinesis などのさまざまなサービスか
らのイベントを処理する方法のスケルトンコードを含む Java 関数のコレクション。これらの関数
は、最新バージョンの aws-lambda-java-events (p. 397) ライブラリ (3.0.0 以降) を使用します。こ
れらの例では、依存関係としての AWS SDK が不要です。
• s3-java － Amazon S3 からの通知イベントを処理し、Java Class Library (JCL) を使用して、アップ
ロードされたイメージファイルからサムネイルを作成する Java 関数。
• API ゲートウェイを使用して Lambda 関数を呼び出す - 従業員情報を含む Amazon DynamoDB テー
ブルをスキャンする Java 関数。次に、Amazon Simple Notification Service を使用して、仕事の記
念日を祝うテキストメッセージを従業員に送信します。この例では、API ゲートウェイを使用して
関数を呼び出します。
Go
Lambda は、Go ランタイム用の次のサンプルアプリケーションを提供します。

Go のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-go – Lambda の Go ライブラリ、ログ記録、環境変数、AWS SDK の使用を示す Go 関数。
C#

C# のサンプル Lambda アプリケーション
• blank-csharp – Lambda の .NET ライブラリ、ログ記録、環境変数、AWS X-Ray トレース、単位テ
スト、AWS SDK の使用を示す C# 関数。
• ec2-spot – Amazon EC2 でスポットインスタンスリクエストを管理する関数。
PowerShell
Lambda は、PowerShell ランタイム用の次のサンプルアプリケーションを提供します。
• blank-powershell – ログ記録、環境変数、AWS SDK の使用方法を示す PowerShell 関数。
サンプルアプリケーションをデプロイするには、README ファイルの手順に従います。アプリケーション
のアーキテクチャとユースケースの詳細については、この章のトピックを参照してください。
トピック
• AWS Lambda の blank 関数サンプルアプリケーション (p. 824)
• AWS Lambda の Error Processor サンプルアプリケーション (p. 829)
• AWS Lambda の List Manager サンプルアプリケーション (p. 832)
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AWS Lambda の blank 関数サンプルアプリケー
ション
blank 関数のサンプルアプリケーションは、Lambda API を呼び出す関数を使用し、Lambda の一般的なオ
ペレーションを示すスターター アプリケションです。ロギング、環境変数、AWS X-Ray トレース、レイ
ヤー、単体テスト、AWS SDK の使用を示します。このアプリケーションについて調べ、お使いのプログ
ラミング言語で Lambda 関数を構築したり、自分のプロジェクトの出発点として使用したりする方法を学
びます。
このサンプルアプリケーションのバリアントは、次の言語で使用できます。

Variants
• Node.js – blank-nodejs.
• Python – blank-python.
• Ruby – blank-ruby.
• Java – blank-java.
• Go – blank-go.
• C# – blank-csharp.
• PowerShell – blank-powershell.
このトピックの例では、Node.js バージョンのコードが強調されていますが、詳細は通常すべてのバリア
ントに適用できます。
サンプルは、AWS CLI および AWS CloudFormation を使用して数分でデプロイできます。README の指
示に従い、ご自分のアカウントでダウンロード、設定、デプロイしてください。
セクション
• アーキテクチャとハンドラーコード (p. 824)
• AWS CloudFormation および AWS CLI を使用したデプロイの自動化 (p. 825)
• AWS X-Ray での計測 (p. 827)
• レイヤーを使用した依存関係管理 (p. 828)

アーキテクチャとハンドラーコード
サンプルアプリケーションは、関数コード、AWS CloudFormation テンプレート、およびサポートリソー
スで構成されています。サンプルをデプロイするときは、次の AWS サービスを使用します。
• AWS Lambda - 関数コードの実行、CloudWatch Logs へのログの送信、X-Ray へのトレースデータの
送信を行います。また、この関数は Lambda API を呼び出して、現在のリージョンでのアカウントの
クォータと使用状況に関する詳細を取得します。
• AWS X-Ray - トレースデータの収集、トレースのインデックス作成 (検索用)、サービスマップの生成を
行います。
• Amazon CloudWatch — ログとメトリックを格保存します。
• AWS Identity and Access Management(IAM) — アクセス許可を付与します。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) — デプロイ時に関数のデプロイパッケージを保存しま
す。
• AWS CloudFormation - アプリケーションリソースを作成し、関数コードをデプロイします。
各サービスには標準料金が適用されます。詳細については、AWS 料金を参照してください。
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関数コードは、イベントを処理するための基本的なワークフローを示しています。ハンドラーは、入力と
して Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) イベントを受け取り、そのイベントに含まれるレコー
ドを反復処理して、各メッセージの内容をログ記録します。これは、イベントの内容、コンテキストオブ
ジェクト、環境変数をログ記録します。次に、AWS SDK を呼び出し、レスポンスを Lambda ランタイム
に渡します。

Example blank-nodejs/function/index.js - ハンドラーコード
// Handler
exports.handler = async function(event, context) {
event.Records.forEach(record => {
console.log(record.body)
})
console.log('## ENVIRONMENT VARIABLES: ' + serialize(process.env))
console.log('## CONTEXT: ' + serialize(context))
console.log('## EVENT: ' + serialize(event))
}

return getAccountSettings()

// Use SDK client
var getAccountSettings = function(){
return lambda.getAccountSettings().promise()
}
var serialize = function(object) {
return JSON.stringify(object, null, 2)
}

ハンドラーの入出力型と非同期プログラミングのサポートは、ランタイムによって異なります。この例の
ハンドラーメソッドは async です。Node.js では、これはランタイムに promise を返す必要があることを
意味します。Lambda ランタイムは、promise が解決されるのを待ち、呼び出し元にレスポンスを返しま
す。関数コードまたは AWS SDK クライアントがエラーを返した場合、ランタイムはエラーを JSON ド
キュメントにフォーマットして返します。
サンプルアプリケーションには、イベントを送信するAmazon SQS キューは含まれていません
が、Amazon SQS (event.json) からのイベントを使用して、イベントの処理方法が示されています。ア
プリケーションに Amazon SQS キューを追加する方法については、Amazon SQS での Lambda の使
用 (p. 712) を参照してください。

AWS CloudFormation および AWS CLI を使用したデ
プロイの自動化
サンプルアプリケーションのリソースは AWS CloudFormation テンプレートで定義され、AWS CLI を使用
してデプロイされます。プロジェクトには、アプリケーションのセットアップ、デプロイ、呼び出し、お
よび解体のプロセスを自動化する簡単なシェルスクリプトが含まれています。
アプリケーションテンプレートでは、AWS Serverless Application Model (AWS SAM) リソースタイプを使
用してモデルを定義します。AWS SAM は、実行ロール、API、およびその他のリソースの定義を自動化す
ることで、サーバーレスアプリケーションのテンプレート作成を簡素化します。
テンプレートは、アプリケーションスタック内のリソースを定義します。これには、関数およびその実
行ロールのほか、関数のライブラリの依存関係を提供する Lambda レイヤーが含まれます。スタックに
は、AWS CLI がデプロイ中に使用するバケットまたは CloudWatch Logs グループは含まれません。

Example blank-nodejs/template.yml － サーバーレスリソース
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
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Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Description: An AWS Lambda application that calls the Lambda API.
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs12.x
CodeUri: function/.
Description: Call the AWS Lambda API
Timeout: 10
# Function's execution role
Policies:
- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWSXrayWriteOnlyAccess
Tracing: Active
Layers:
- !Ref libs
libs:
Type: AWS::Serverless::LayerVersion
Properties:
LayerName: blank-nodejs-lib
Description: Dependencies for the blank sample app.
ContentUri: lib/.
CompatibleRuntimes:
- nodejs12.x

アプリケーションをデプロイすると、AWS CloudFormation は AWS SAM 変換をテンプレートに適用
し、AWS CloudFormation や AWS::Lambda::Function などの標準タイプの AWS::IAM::Role テンプ
レートを生成します。

Example 処理済みテンプレート
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "An AWS Lambda application that calls the Lambda API.",
"Resources": {
"function": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Layers": [
{
"Ref": "libs32xmpl61b2"
}
],
"TracingConfig": {
"Mode": "Active"
},
"Code": {
"S3Bucket": "lambda-artifacts-6b000xmpl1e9bf2a",
"S3Key": "3d3axmpl473d249d039d2d7a37512db3"
},
"Description": "Call the AWS Lambda API",
"Tags": [
{
"Value": "SAM",
"Key": "lambda:createdBy"
}
],

この例では、Code プロパティは Amazon S3 バケット内のオブジェクトを指定します。これは、プロジェ
クトテンプレートの CodeUri プロパティのローカルパスに対応します。
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CodeUri: function/.

プロジェクトファイルを Amazon S3 にアップロードするため、デプロイメントスクリプトは AWS CLI
にあるコマンドを使用します。cloudformation package コマンドは、テンプレートを前処理して、
アーティファクトをアップロードし、ローカルパスを Amazon S3 オブジェクトの場所に置き換えま
す。cloudformation deploy コマンドは、AWS CloudFormation 変更セット持つ処理済みテンプレー
トをデプロイします。

Example blank-nodejs/3-deploy.sh – パッケージングとデプロイ
#!/bin/bash
set -eo pipefail
ARTIFACT_BUCKET=$(cat bucket-name.txt)
aws cloudformation package --template-file template.yml --s3-bucket $ARTIFACT_BUCKET -output-template-file out.yml
aws cloudformation deploy --template-file out.yml --stack-name blank-nodejs --capabilities
CAPABILITY_NAMED_IAM

このスクリプトを初めて実行すると、AWS CloudFormation という名前の blank-nodejs スタックが作
成されます。関数コードまたはテンプレートを変更した場合は、関数コードまたはテンプレートを再度実
行してスタックを更新できます。
クリーンアップスクリプト (blank-nodejs/5-cleanup.sh) はスタックを削除し、必要に応じてデプロイバ
ケットと関数ログを削除します。

AWS X-Ray での計測
サンプル関数は、AWS X-Ray でトレースするように構成されています。トレースモードをアクティブに設
定すると、Lambda は呼び出しのサブセットのタイミング情報を記録し、これを X-Ray に送信します。XRay は、このデータを処理してサービスマップを生成し、クライアントノードと 2 つのサービスノードを
示します。
最初のサービスノード (AWS::Lambda) は、呼び出しリクエストを検証して関数に送信する Lambda サー
ビスを表します。2 番目のノード AWS::Lambda::Function は、関数自体を表します。
追加の詳細を記録するために、サンプル関数は X-Ray SDK を使用します。関数コードを最小限変更する
だけで、X-Ray SDK は AWS SDK を使用した AWS のサービスへの呼び出しに関する詳細を記録します。

Example blank-nodejs/function/index.js – インストルメンテーション
const AWSXRay = require('aws-xray-sdk-core')
const AWS = AWSXRay.captureAWS(require('aws-sdk'))
// Create client outside of handler to reuse
const lambda = new AWS.Lambda()

AWS SDK クライアントを計測すると、サービスマップにノードが追加され、トレースにさらに詳細が追
加されます。この例では、サービスマップに Lambda API を呼び出すサンプル関数が表示され、現在の
リージョンでのストレージと同時実行の使用状況に関する詳細を取得しています。
トレースは、関数の初期化、呼び出し、オーバーヘッドのサブセグメントとともに、呼び出しのタ
イミングの詳細を表示します。呼び出しサブセグメントには、AWS API オペレーションに対する
GetAccountSettings SDK 呼び出しのサブセグメントが含まれています。
X-Ray SDK やその他のライブラリを関数のデプロイパッケージに含めることも、Lambda レイヤーに個別
にデプロイすることもできます。Node.js、Ruby、Python の場合、Lambda ランタイムは実行環境に AWS
SDK を含めます。
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レイヤーを使用した依存関係管理
ライブラリは、ローカルにインストールして、Lambda にアップロードするデプロイパッケージに含める
ことができますが、これにはデメリットがあります。ファイルサイズが大きくなるほどデプロイ時間が
長くなり、Lambda コンソールで関数コードの変更をテストできなくなる可能性があります。デプロイ
パッケージを小さく保ち、変更されていない依存関係のアップロードを避けるために、サンプルアプリは
Lambda レイヤー (p. 161)を作成し、関数に関連付けます。

Example blank-nodejs/template.yml – 依存関係レイヤー
Resources:
function:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs12.x
CodeUri: function/.
Description: Call the AWS Lambda API
Timeout: 10
# Function's execution role
Policies:
- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWSXrayWriteOnlyAccess
Tracing: Active
Layers:
- !Ref libs
libs:
Type: AWS::Serverless::LayerVersion
Properties:
LayerName: blank-nodejs-lib
Description: Dependencies for the blank sample app.
ContentUri: lib/.
CompatibleRuntimes:
- nodejs12.x

2-build-layer.sh スクリプトは、npm を使用して関数の依存関係をインストールし、Lambda ランタ
イムに必要な構造 (p. 162)を持つフォルダに配置します。

Example 2-build-layer.sh - レイヤーの準備
#!/bin/bash
set -eo pipefail
mkdir -p lib/nodejs
rm -rf node_modules lib/nodejs/node_modules
npm install --production
mv node_modules lib/nodejs/

サンプルアプリケーションを初めてデプロイすると、AWS CLI によってレイヤーが関数コードとは別に
パッケージ化され、両方がデプロイされます。以降のデプロイでは、lib フォルダーの内容が変更された
場合にのみレイヤーアーカイブがアップロードされます。
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AWS Lambda の Error Processor サンプルアプリ
ケーション
エラープロセッサのサンプルアプリケーションは、Amazon CloudWatch Logs サブスクリプショ
ン (p. 554)のイベントを処理する AWS Lambda の使用方法をデモンストレーションします。CloudWatch
Logs を使うと、ログエントリがパターンと一致したときに Lambda 関数を呼び出すことができます。こ
のアプリケーションのサブスクリプションは、ERROR という単語を含むエントリの関数のロググループ
をモニタリングします。レスポンスとして、プロセッサ Lambda 関数が呼び出されます。プロセッサ関数
は、エラーの原因となったリクエストのフルログストリームとトレースデータを取得して、後に使用する
ためにそれらを保存します。
関数コードは、次のファイルで使用できます。
• ランダムエラー - random-error/index.js
• プロセッサ - processor/index.js
サンプルは、AWS CLI および AWS CloudFormation を使用して数分でデプロイできます。アカウントでダ
ウンロード、設定、デプロイするには、README の指示に従ってください。
セクション
• アーキテクチャとイベント構造 (p. 829)
• AWS X-Ray での計測 (p. 830)
• AWS CloudFormation テンプレートと追加リソース (p. 830)

アーキテクチャとイベント構造
サンプルアプリケーションでは、次の AWS サービスを使用します。
• AWS Lambda - 関数コードの実行、CloudWatch Logs へのログの送信、X-Ray へのトレースデータの送
信を行います。
• Amazon CloudWatch Logs - ログを収集し、ログエントリがフィルターパターンと一致すると関数を呼
び出します。
• AWS X-Ray - トレースデータの収集、トレースのインデックス作成 (検索用)、サービスマップの生成を
行います。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) — デプロイのアーティファクトとアプリケーションの出
力を保存します。
各サービスには標準料金が適用されます。
アプリケーションの Lambda 関数でエラーをランダムに生成します。CloudWatch Logs が関数ログ内で用
語 ERROR を検出すると、処理のためイベントがプロセッサ関数に送信されます。

Example CloudWatch Logs メッセージイベント
{

"awslogs": {
"data": "H4sIAAAAAAAAAHWQT0/DMAzFv0vEkbLYcdJkt4qVXmCDteIAm1DbZKjS
+kdpB0Jo350MhsQFyVLsZ+unl/fJWjeO5asrPgbH5..."
}
}
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これがデコードされている場合、データにはログイベントに関する詳細が含まれます。関数ではこの詳細
を使用してログストリームを識別し、ログメッセージを解析してエラーの原因となったリクエストの ID を
取得します。

Example デコードされた CloudWatch Logs イベントデータ
{

"messageType": "DATA_MESSAGE",
"owner": "123456789012",
"logGroup": "/aws/lambda/lambda-error-processor-randomerror-1GD4SSDNACNP4",
"logStream": "2019/04/04/[$LATEST]63311769a9d742f19cedf8d2e38995b9",
"subscriptionFilters": [
"lambda-error-processor-subscription-15OPDVQ59CG07"
],
"logEvents": [
{
"id": "34664632210239891980253245280462376874059932423703429141",
"timestamp": 1554415868243,
"message": "2019-04-04T22:11:08.243Z\t1d2c1444-efd1-43ecb16e-8fb2d37508b8\tERROR\n"
}
]
}

プロセッサ関数は、CloudWatch Logs イベントの情報を使用して、ログストリームのすべてと、エラーの
原因となったリクエストの X-Ray トレースをダウンロードします。そしてこの両方を Amazon S3 バケッ
トに格納します。ログストリームとトレース時間を終了できるように、この関数では、データにアクセス
する前に短時間待機します。

AWS X-Ray での計測
アプリケーションは、AWS X-Ray (p. 731)を使用して、関数呼び出しと関数が AWS サービスに実行する
呼び出しとをトレースします。X-Ray は、関数から受け取ったトレースデータを使用して、エラーの特定
に役立つサービスマップを作成します。
2 つの Node.js 関数は、テンプレートでのアクティブトレース用に設定されており、コードで AWS X-Ray
SDK for Node.js を使用して計測されています。アクティブトレースでは、Lambda タグは、受信リクエス
トにトレースヘッダーを追加し、タイミングの詳細を含むトレースを X-Ray に送信します。さらに、ラン
ダムエラー関数は X-Ray SDK を使用して、リクエスト ID およびユーザー情報を注釈に記録します。この
注釈はトレースにアタッチされ、これを使用して特定のリクエストを見つけることができます。
プロセッサ関数は CloudWatch Logs イベントからリクエスト ID を取得し、AWS SDK for JavaScript を使
用して X-Ray でそのリクエストを検索します。X-Ray SDK が搭載された AWS SDK クライアントを使用
して、トレースとログストリームをダウンロードします。次に、それらを出力バケットに保存します。XRay SDK でこれらの呼び出しを記録します。これらの呼び出しは、トレースのサブセグメントとして表示
されます。

AWS CloudFormation テンプレートと追加リソース
アプリケーションは、2 つの Node.js モジュールで実装され、AWS CloudFormation テンプレートとシェ
ルスクリプトを使用してデプロイされます。このテンプレートでは、プロセッサ関数、ランダムエラー関
数、および以下のサポートリソースを作成します。
• 実行ロール - 他の AWS のサービスにアクセスするアクセス許可を関数に付与する IAM ロール。
• Primer 関数 - ロググループを作成するためにランダムエラー関数を呼び出す追加の関数。
• カスタムリソース - デプロイ中に primer 関数を呼び出して、ロググループが存在することを確認する
AWS CloudFormation カスタムリソース。
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• CloudWatch Logs サブスクリプション - ERROR という単語がログ記録されたときにプロセッサ関数を
トリガーするログストリームのサブスクリプション。
• リソースベースのポリシー - プロセッサ関数に関するアクセス許可ステートメント。CloudWatch Logs
がそれを呼び出すことを許可する、
• Amazon S3 バケット - プロセッサ関数からの出力の保存場所。
GitHub のアプリケーションテンプレートを表示します。

Lambda の AWS CloudFormation との統合の制限を回避するには、デプロイ中に実行する追加の関数を
テンプレートで作成します。すべての Lambda 関数には、関数の実行による出力を保存する CloudWatch
Logs ロググループが付属しています。ただし、このロググループは、関数が初めて呼び出されるまで作成
されません。
サブスクリプション (ロググループの有無によって異なる) を作成するには、アプリケーションを使用し
て 3 つめの Lambda 関数を使用してランダムエラー関数を呼び出します。このテンプレートには、プライ
マー関数インライン用のコードが含まれています。デプロイ中に AWS CloudFormation カスタムリソース
でそのコードを呼び出します。DependsOn プロパティを使用して、ログストリームとリソースベースの
ポリシーがサブスクリプションの前に作成されるようにします。

831

AWS Lambda デベロッパーガイド
List Manager

AWS Lambda の List Manager サンプルアプリケー
ション
List Manager サンプルアプリケーションは、Amazon Kinesis データストリーム内のレコードを処理する
ための AWS Lambda の使用方法を示しています。Lambda イベントソースマッピングは、ストリームか
らレコードをバッチで読み取り、Lambda 関数を呼び出します。この関数は、レコードの情報を使用し
て Amazon DynamoDB 内のドキュメントを更新し、処理するレコードを Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) に保存します。
クライアントは、レコードを Kinesis ストリームに送信します。これにより、レコードが保存され、処理
に使用できるようになります。Kinesis ストリームは、レコードが処理可能になるまでレコードをバッファ
するキューのように使用されます。Amazon SQS キューとは異なり、Kinesis ストリーム内のレコードは
処理後に削除されないため、複数のコンシューマーが同じデータを処理できます。また、Kinesis 内のレ
コードも順番に処理されます。キュー項目は、順不同で配信することができます。レコードは 7 日後にス
トリームから削除されます。
イベントを処理する機能に加え、アプリケーションには、データベースで管理タスクを実行するための 2
番目の機能が含まれています。関数コードは、次のファイルで使用できます。
• プロセッサ - processor/index.js
• データベース管理者 – dbadmin/index.js
サンプルは、AWS CLI および AWS CloudFormation を使用して数分でデプロイできます。アカウントでダ
ウンロード、設定、デプロイするには、README の指示に従ってください。
セクション
• アーキテクチャとイベント構造 (p. 832)
• AWS X-Ray での計測 (p. 834)
• AWS CloudFormation テンプレートと追加リソース (p. 834)

アーキテクチャとイベント構造
サンプルアプリケーションでは、次の AWS サービスを使用します。
• Kinesis - クライアントからイベントを受け取り、処理のために一時的に保存します。
• AWS Lambda - Kinesis ストリームから読み取り、関数ハンドラーコードにイベントを送信します。
• DynamoDB - アプリケーションによって生成されたリストを保存します。
• Amazon RDS - 処理されたレコードのコピーをリレーショナルデータベースに保存します。
• AWS Secrets Manager - データベースのパスワードを保存します。
• Amazon VPC - 関数とデータベース間の通信用にプライベートローカルネットワークを提供します。

Pricing
各サービスには標準料金が適用されます。
アプリケーションは、リストの更新に必要な情報が含まれている、クライアントからの JSON ドキュメ
ントを処理します。また、集計とランキングの 2 つのタイプのリストをサポートしています。集計には、
キーの現在の値に追加される値が含まれます (存在する場合)。ユーザーに対して処理されたエントリごと
に、指定されたテーブル内のキーの値が増加します。
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次の例は、ユーザーの xp リストの stats (エクスペリエンスポイント) の値が増加するドキュメントを示
しています。

Example レコード - 集計タイプ
{

}

"title": "stats",
"user": "bill",
"type": "tally",
"entries": {
"xp": 83
}

ランキングには、値がランク付けされた順序であるエントリのリストが含まれます。ランキングは、現在
の値を増分するのではなく、現在の値を上書きする別の値で更新できます。次の例は、お気に入りの映画
のランキングを示しています。

Example レコード ランキングタイプ
{

}

"title": "favorite movies",
"user": "mike",
"type": "rank",
"entries": {
"blade runner": 1,
"the empire strikes back": 2,
"alien": 3
}

Lambda イベントソースマッピング (p. 243)は、ストリームからレコードをバッチで読み取り、プロセッ
サ関数を呼び出します。関数ハンドラーが受け取ったイベントには、レコードの詳細 (受信日時、スト
リームの詳細、元のレコードドキュメントのエンコードされた表現など) を含むオブジェクトの配列が含
まれます。

Example events/kinesis.json - レコード
{

"Records": [
{
"kinesis": {
"kinesisSchemaVersion": "1.0",
"partitionKey": "0",
"sequenceNumber": "49598630142999655949899443842509554952738656579378741250",
"data":
"eyJ0aXRsZSI6ICJmYXZvcml0ZSBtb3ZpZXMiLCAidXNlciI6ICJyZGx5c2N0IiwgInR5cGUiOiAicmFuayIsICJlbnRyaWVzIjoge
"approximateArrivalTimestamp": 1570667770.615
},
"eventSource": "aws:kinesis",
"eventVersion": "1.0",
"eventID":
"shardId-000000000000:49598630142999655949899443842509554952738656579378741250",
"eventName": "aws:kinesis:record",
"invokeIdentityArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/list-managerprocessorRole-7FYXMPLH7IUS",
"awsRegion": "us-east-2",
"eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/list-managerstream-87B3XMPLF1AZ"
},
...
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デコードされると、データにレコードが含まれます。この関数は、レコードを使用して、ユーザーのリス
トと、すべてのユーザーで累積された値を保存する集計リストを更新します。また、イベントのコピーを
アプリケーションのデータベースに保存します。

AWS X-Ray での計測
アプリケーションは、AWS X-Ray (p. 731)を使用して、関数呼び出しと関数が AWS サービスに実行する
呼び出しとをトレースします。X-Ray は、関数から受け取ったトレースデータを使用して、エラーの特定
に役立つサービスマップを作成します。
Node.js 関数は、テンプレートでのアクティブトレース用に設定されており、コードで AWS X-Ray SDK
for Node.js を使用して計測されています。X-Ray SDK は、AWS SDK または MySQL クライアントで行わ
れた呼び出しごとにサブセグメントを記録します。
関数は、AWS SDK for JavaScript in Node.js を使用して、各レコードの 2 つのテーブルの読み取りと書き
込みを行います。プライマリテーブルには、リスト名とユーザーの各組み合わせの現在の状態が保存され
ます。集計テーブルには、複数のユーザーのデータを組み合わせたリストが保存されます。

AWS CloudFormation テンプレートと追加リソース
アプリケーションは、Node.js モジュールで実装され、AWS CloudFormation テンプレートとサポートさ
れているシェルスクリプトを使用してデプロイされます。アプリケーションテンプレートは、2 つの関
数、Kinesis ストリーム、DynamoDB テーブル、および次のサポートリソースを作成します。

アプリケーションリソース
• 実行ロール - 他の AWS のサービスにアクセスするアクセス許可を関数に付与する IAM ロール。
• Lambda イベントソースマッピング - データストリームからレコードを読み取り、関数を呼び出しま
す。
GitHub のアプリケーションテンプレートを表示します。
2 番目のテンプレート template-vpcrds.yml は、Amazon VPC とデータベースリソースを作成します。1 つ
のテンプレートにすべてのリソースを作成できますが、それらを分離すると、アプリケーションのクリー
ンアップが容易になり、データベースを複数のアプリケーションで再利用できます。

インフラストラクチャリソース
• VPC - プライベートサブネット、ルートテーブル、および VPC エンドポイントを持つ仮想プライベート
クラウドネットワーク。これにより、関数がインターネット接続なしで DynamoDB と通信できます。
• データベース - Amazon RDS データベースインスタンスと VPC に接続するサブネットグループ。
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AWS SDK を使用した Lambda の
コード例
以下のコード例は、AWS Software Development Kit (SDK) で Lambda を使用する方法を示しています。
これらの例は、以下のカテゴリに分類されます。
アクション
個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ
同じサービス内で複数の関数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード例。
クロスサービスの例
複数の AWS のサービスで動作するサンプルアプリケーション。
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。
コード例
• AWS SDK を使用した Lambda のアクション (p. 835)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数を作成する (p. 836)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数を削除する (p. 840)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数を取得する (p. 843)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数を呼び出す (p. 845)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数を一覧表示する (p. 849)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数コードを更新します (p. 853)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数の設定を更新する (p. 855)
• AWS SDK を使用した Lambda のシナリオ (p. 858)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数の作成と使用を開始する (p. 858)
• AWS SDK を使用した Lambda のクロスサービスの例 (p. 883)
• COVID-19 データを追跡する API Gateway REST API を作成する (p. 884)
• 貸出ライブラリ REST API を作成する (p. 884)
• ステップ関数でメッセンジャーアプリケーションを作成する (p. 885)
• API Gateway で WebSocket チャットアプリケーションを作成する (p. 886)
• ブラウザからの Lambda 関数の呼び出し (p. 886)
• API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す (p. 887)
• Step Functions を使用して Lambda 関数を呼び出す (p. 888)
• スケジュールされたイベントを使用した Lambda 関数の呼び出し (p. 889)

AWS SDK を使用した Lambda のアクション
以下のコード例は、AWS SDK を使用して個々の Lambda アクションを実行する方法を示しています。こ
れらの抜粋はLambda API を呼び出しており、単独で実行することを目的としたものではありません。そ
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れぞれの例には、GitHub へのリンクがあり、コンテキストでコードを設定および実行する方法についての
説明が記載されています。
以下の例には、最も一般的に使用されるアクションだけが含まれています。詳細な一覧については、
「AWS Lambda API リファレンス」を参照してください。
例
• AWS SDK を使用して Lambda 関数を作成する (p. 836)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数を削除する (p. 840)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数を取得する (p. 843)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数を呼び出す (p. 845)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数を一覧表示する (p. 849)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数コードを更新します (p. 853)
• AWS SDK を使用して Lambda 関数の設定を更新する (p. 855)

AWS SDK を使用して Lambda 関数を作成する
以下のコード例は、Lambda 関数を作成する方法を示しています。
Java
SDK for Java 2.x

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

public static void createLambdaFunction(LambdaClient awsLambda,
String functionName,
String filePath,
String role,
String handler) {
try {
LambdaWaiter waiter = awsLambda.waiter();
InputStream is = new FileInputStream(filePath);
SdkBytes fileToUpload = SdkBytes.fromInputStream(is);
FunctionCode code = FunctionCode.builder()
.zipFile(fileToUpload)
.build();
CreateFunctionRequest functionRequest = CreateFunctionRequest.builder()
.functionName(functionName)
.description("Created by the Lambda Java API")
.code(code)
.handler(handler)
.runtime(Runtime.JAVA8)
.role(role)
.build();
// Create a Lambda function using a waiter.
CreateFunctionResponse functionResponse =
awsLambda.createFunction(functionRequest);
GetFunctionRequest getFunctionRequest = GetFunctionRequest.builder()
.functionName(functionName)
.build();
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WaiterResponse<GetFunctionResponse> waiterResponse =
waiter.waitUntilFunctionExists(getFunctionRequest);
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
System.out.println("The function ARN is " +
functionResponse.functionArn());

}

} catch(LambdaException | FileNotFoundException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x SDK API リファレンス」の
「CreateFunction」を参照してください。
JavaScript
SDK for JavaScript V3

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
const createFunction = async (funcName, roleArn) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const code = await zip(`${dirname}../functions/${funcName}`);
const command = new CreateFunctionCommand({
Code: { ZipFile: code },
FunctionName: funcName,
Role: roleArn,
Architectures: [Architecture.arm64],
Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript SDK API リファレンス」の
「CreateFunction」を参照してください。
Kotlin
SDK for Kotlin

Note
これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
suspend fun createNewFunction(
myFunctionName: String,
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s3BucketName: String,
myS3Key: String,
myHandler: String,
myRole: String
): String? {
val functionCode = FunctionCode {
s3Bucket = s3BucketName
s3Key = myS3Key
}
val request = CreateFunctionRequest {
functionName = myFunctionName
code = functionCode
description = "Created by the Lambda Kotlin API"
handler = myHandler
role = myRole
runtime = Runtime.Java8
}

}

LambdaClient { region = "us-west-2" }.use { awsLambda ->
val functionResponse = awsLambda.createFunction(request)
awsLambda.waitUntilFunctionActive {
functionName = myFunctionName
}
return functionResponse.functionArn
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「CreateFunction」を参
照してください。
PHP
SDK for PHP

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
public function createFunction($functionName, $role, $bucketName, $handler)
{
//This assumes the Lambda function is in an S3 bucket.
return $this->customWaiter(function () use ($functionName, $role,
$bucketName, $handler) {
return $this->lambdaClient->createFunction([
'Code' => [
'S3Bucket' => $bucketName,
'S3Key' => $functionName,
],
'FunctionName' => $functionName,
'Role' => $role['Arn'],
'Runtime' => 'python3.9',
'Handler' => "$handler.lambda_handler",
]);
});
}

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP SDK API リファレンス」の「CreateFunction」を
参照してください。
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Python
SDK for Python (Boto3)

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
class LambdaWrapper:
def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
self.lambda_client = lambda_client
self.iam_resource = iam_resource
def create_function(self, function_name, handler_name, iam_role,
deployment_package):
"""
Deploys a Lambda function.
:param function_name: The name of the Lambda function.
:param handler_name: The fully qualified name of the handler function. This
must include the file name and the function name.
:param iam_role: The IAM role to use for the function.
:param deployment_package: The deployment package that contains the
function
code in .zip format.
:return: The Amazon Resource Name (ARN) of the newly created function.
"""
try:
response = self.lambda_client.create_function(
FunctionName=function_name,
Description="AWS Lambda doc example",
Runtime='python3.8',
Role=iam_role.arn,
Handler=handler_name,
Code={'ZipFile': deployment_package},
Publish=True)
function_arn = response['FunctionArn']
waiter = self.lambda_client.get_waiter('function_active_v2')
waiter.wait(FunctionName=function_name)
logger.info("Created function '%s' with ARN: '%s'.",
function_name, response['FunctionArn'])
except ClientError:
logger.error("Couldn't create function %s.", function_name)
raise
else:
return function_arn

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「CreateFunction」を参照してください。
Ruby
SDK for Ruby

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
class LambdaWrapper
attr_accessor :lambda_client
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def initialize
@lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
@logger = Logger.new($stdout)
@logger.level = Logger::WARN
end
# Deploys a Lambda function.
#
# @param function_name: The name of the Lambda function.
# @param handler_name: The fully qualified name of the handler function. This
#
must include the file name and the function name.
# @param role_arn: The IAM role to use for the function.
# @param deployment_package: The deployment package that contains the function
#
code in .zip format.
# @return: The Amazon Resource Name (ARN) of the newly created function.
def create_function(function_name, handler_name, role_arn, deployment_package)
response = @lambda_client.create_function({
role: role_arn.to_s,
function_name:,
handler: handler_name,
runtime: "ruby2.7",
code: {
zip_file: deployment_package
},
environment: {
variables: {
"LOG_LEVEL" => "info"
}
}
})
@lambda_client.wait_until(:function_active_v2, { function_name: }) do |w|
w.max_attempts = 5
w.delay = 5
end
response
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error creating #{function_name}:\n #{e.message}")
rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
@logger.error("Failed waiting for #{function_name} to activate:\n
#{e.message}")
end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby SDK API リファレンス」の「CreateFunction」
を参照してください。
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Lambda 関数を削除する
以下のコード例は、Lambda 関数を削除する方法を示しています。
Java
SDK for Java 2.x

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
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public static void deleteLambdaFunction(LambdaClient awsLambda, String
functionName) {
try {
DeleteFunctionRequest request = DeleteFunctionRequest.builder()
.functionName(functionName)
.build();
awsLambda.deleteFunction(request);
System.out.println("The "+functionName +" function was deleted");

}

} catch(LambdaException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「DeleteFunction」を
参照してください。
JavaScript
SDK for JavaScript V3

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

const deleteFunction = (funcName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new DeleteFunctionCommand({ FunctionName: funcName });
return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「DeleteFunction」
を参照してください。
Kotlin
SDK for Kotlin

Note
これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

suspend fun delLambdaFunction(myFunctionName: String) {
val request = DeleteFunctionRequest {
functionName = myFunctionName
}

841

AWS Lambda デベロッパーガイド
関数を削除する

}

LambdaClient { region = "us-west-2" }.use { awsLambda ->
awsLambda.deleteFunction(request)
println("$myFunctionName was deleted")
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「DeleteFunction」を参照
してください。
PHP
SDK for PHP

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

public function deleteFunction($functionName)
{
return $this->lambdaClient->deleteFunction([
'FunctionName' => $functionName,
]);
}

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「DeleteFunction」を参照
してください。
Python
SDK for Python (Boto3)

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

class LambdaWrapper:
def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
self.lambda_client = lambda_client
self.iam_resource = iam_resource
def delete_function(self, function_name):
"""
Deletes a Lambda function.
:param function_name: The name of the function to delete.
"""
try:
self.lambda_client.delete_function(FunctionName=function_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete function %s.", function_name)
raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」で
「DeleteFunction」を参照してください。
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Ruby
SDK for Ruby

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

class LambdaWrapper
attr_accessor :lambda_client
def initialize
@lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
@logger = Logger.new($stdout)
@logger.level = Logger::WARN
end
# Deletes a Lambda function.
# @param function_name: The name of the function to delete.
def delete_function(function_name)
print "Deleting function: #{function_name}..."
@lambda_client.delete_function(
function_name:
)
print "Done!".green
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error deleting #{function_name}:\n #{e.message}")
end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「DeleteFunction」を参照
してください。
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Lambda 関数を取得する
以下のコード例は、Lambda 関数を取得する方法を示しています。
JavaScript
SDK for JavaScript V3

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

const getFunction = (funcName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new GetFunctionCommand({ FunctionName: funcName });
return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「GetFunction」を参
照してください。
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PHP
SDK for PHP

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

public function getFunction($functionName)
{
return $this->lambdaClient->getFunction([
'FunctionName' => $functionName,
]);
}

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「GetFunction」を参照し
てください。
Python
SDK for Python (Boto3)

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

class LambdaWrapper:
def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
self.lambda_client = lambda_client
self.iam_resource = iam_resource
def get_function(self, function_name):
"""
Gets data about a Lambda function.
:param function_name: The name of the function.
:return: The function data.
"""
response = None
try:
response = self.lambda_client.get_function(FunctionName=function_name)
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
logger.info("Function %s does not exist.", function_name)
else:
logger.error(
"Couldn't get function %s. Here's why: %s: %s", function_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise
return response

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「GetFunction」
を参照してください。
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Ruby
SDK for Ruby

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

class LambdaWrapper
attr_accessor :lambda_client
def initialize
@lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
@logger = Logger.new($stdout)
@logger.level = Logger::WARN
end
# Gets data about a Lambda function.
#
# @param function_name: The name of the function.
# @return response: The function data, or nil if no such function exists.
def get_function(function_name)
@lambda_client.get_function(
{
function_name:
}
)
rescue Aws::Lambda::Errors::ResourceNotFoundException => e
@logger.debug("Could not find function: #{function_name}:\n #{e.message}")
nil
end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「GetFunction」を参照し
てください。
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Lambda 関数を呼び出す
以下のコード例は、Lambda 関数を呼び出す方法を示しています。
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Lambda;
using Amazon.Lambda.Model;
/// <summary>
/// Shows how to invoke an existing Amazon Lambda Function from a C#
/// application. The example was created using the AWS SDK for .NET and
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/// .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class InvokeFunction
{
/// <summary>
/// Initializes the Lambda client and then invokes the Lambda Function
/// called "CreateDDBTable" with the parameter "\"DDBWorkTable\"" to
/// create the table called DDBWorkTable.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
IAmazonLambda client = new AmazonLambdaClient();
string functionName = "CreateDDBTable";
string invokeArgs = "\"DDBWorkTable\"";

}

}

var response = await client.InvokeAsync(
new InvokeRequest
{
FunctionName = functionName,
Payload = invokeArgs,
InvocationType = "Event",
});

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「[Invoke]」(呼び出し) を
参照してください。
Java
SDK for Java 2.x

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

{

public static void invokeFunction(LambdaClient awsLambda, String functionName)
InvokeResponse res = null ;
try {
// Need a SdkBytes instance for the payload.
JSONObject jsonObj = new JSONObject();
jsonObj.put("inputValue", "2000");
String json = jsonObj.toString();
SdkBytes payload = SdkBytes.fromUtf8String(json) ;
// Setup an InvokeRequest.
InvokeRequest request = InvokeRequest.builder()
.functionName(functionName)
.payload(payload)
.build();
res = awsLambda.invoke(request);
String value = res.payload().asUtf8String() ;
System.out.println(value);

}

} catch(LambdaException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「[Invoke]」(呼び出し)
を参照してください。
JavaScript
SDK for JavaScript V3

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
const invoke = async (funcName, payload) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new InvokeCommand({
FunctionName: funcName,
Payload: JSON.stringify(payload),
LogType: LogType.Tail,
});
const { Payload, LogResult } = await client.send(command);
const result = Buffer.from(Payload).toString();
const logs = Buffer.from(LogResult, "base64").toString();
return { logs, result };
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「[Invoke]」(呼び出
し) を参照してください。
Kotlin
SDK for Kotlin

Note
これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
suspend fun invokeFunction(functionNameVal: String) {
val json = """{"inputValue":"1000"}"""
val byteArray = json.trimIndent().encodeToByteArray()
val request = InvokeRequest {
functionName = functionNameVal
logType = LogType.Tail
payload = byteArray
}

}

LambdaClient { region = "us-west-2" }.use { awsLambda ->
val res = awsLambda.invoke(request)
println("${res.payload?.toString(Charsets.UTF_8)}")
println("The log result is ${res.logResult}")
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「[Invoke]」(呼び出し) を
参照してください。
PHP
SDK for PHP

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
public function invoke($functionName, $params, $logType = 'None')
{
return $this->lambdaClient->invoke([
'FunctionName' => $functionName,
'Payload' => json_encode($params),
'LogType' => $logType,
]);
}

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「[Invoke]」(呼び出し) を
参照してください。
Python
SDK for Python (Boto3)

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
class LambdaWrapper:
def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
self.lambda_client = lambda_client
self.iam_resource = iam_resource
def invoke_function(self, function_name, function_params, get_log=False):
"""
Invokes a Lambda function.

in

:param function_name: The name of the function to invoke.
:param function_params: The parameters of the function as a dict. This dict
is serialized to JSON before it is sent to Lambda.
:param get_log: When true, the last 4 KB of the execution log are included
the response.
:return: The response from the function invocation.
"""
try:
response = self.lambda_client.invoke(
FunctionName=function_name,
Payload=json.dumps(function_params),
LogType='Tail' if get_log else 'None')
logger.info("Invoked function %s.", function_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't invoke function %s.", function_name)
raise
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return response

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「[Invoke]」(呼
び出し) を参照してください。
Ruby
SDK for Ruby

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
class LambdaWrapper
attr_accessor :lambda_client
def initialize
@lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
@logger = Logger.new($stdout)
@logger.level = Logger::WARN
end
# Invokes a Lambda function.
# @param function_name [String] The name of the function to invoke.
# @param payload [nil] Payload containing runtime parameters.
# @return [Object] The response from the function invocation.
def invoke_function(function_name, payload = nil)
params = { function_name: }
params[:payload] = payload unless payload.nil?
@lambda_client.invoke(params)
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error executing #{function_name}:\n #{e.message}")
end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「[Invoke]」(呼び出し) を
参照してください。
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Lambda 関数を一覧表示する
以下のコード例は、Lambda 関数を一覧表示する方法を示しています。
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon;
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using Amazon.Lambda;
using Amazon.Lambda.Model;
/// <summary>
/// This example shows two ways to list the AWS Lambda functions you have
/// created for your account. It will only list the functions within one
/// AWS Region at a time, however, so you need to pass the AWS Region you
/// are interested in to the Lambda client object constructor. This example
/// was created with the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListFunctions
{
public static async Task Main()
{
// If the AWS Region you are interested in listing is the same as
// the AWS Region defined for the default user, you don't have to
// supply the RegionEndpoint constant to the constructor.
IAmazonLambda client = new AmazonLambdaClient(RegionEndpoint.USEast2);
// First use the ListFunctionsAsync method.
var functions1 = await ListFunctionsAsync(client);
DisplayFunctionList(functions1);
// Get the list again useing a Lambda client paginator.
var functions2 = await ListFunctionsPaginatorAsync(client);
}
///
///
///
///
///
///
///
///

returns>

DisplayFunctionList(functions2);
<summary>
Calls the asynchronous ListFunctionsAsync method of the Lambda
client to retrieve the list of functions in the AWS Region with
which the Lambda client was initialized.
</summary>
<param name="client">The initialized Lambda client which will be
used to retrieve the list of Lambda functions.</param>
<returns>A list of Lambda functions configuration information.</

public static async Task<List<FunctionConfiguration>>
ListFunctionsAsync(IAmazonLambda client)
{
// Get the list of functions. The response will have a property
// called Functions, a list of information about the Lambda
// functions defined on your account in the specified Region.
var response = await client.ListFunctionsAsync();
}
///
///
///
///
///
///
///

returns>

return response.Functions;
<summary>
Uses a Lambda paginator to retrieve the list of functions in the
AWS Region with which the Lambda client was initialized.
</summary>
<param name="client">The initialized Lambda client which will be
used to retrieve the list of Lambda functions.</param>
<returns>A list of Lambda functions configuration information.</

public static async Task<List<FunctionConfiguration>>
ListFunctionsPaginatorAsync(IAmazonLambda client)
{
Console.WriteLine("\nNow let's show the list using a paginator.\n");
// Get the list of functions using a paginator.
var paginator = client.Paginators.ListFunctions(new
ListFunctionsRequest());
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// Defined return a list of function information to the caller
// for display using the DisplayFunctionList method.
var functions = new List<FunctionConfiguration>();
await foreach (var resp in paginator.Responses)
{
resp.Functions
.ForEach(f => functions.Add(f));
}
}

param>

///
///
///
///
///

return functions;
<summary>
Displays the details of each function in the list of functions
passed to the method.
</summary>
<param name="functions">A list of FunctionConfiguration objects.</

public static void DisplayFunctionList(List<FunctionConfiguration>
functions)
{
// Display a list of the Lambda functions on the console.
functions
.ForEach(f => Console.WriteLine($"{f.FunctionName}\t{f.Handler}"));
}
}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ListFunctions」を参照し
てください。
JavaScript
SDK for JavaScript V3

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

const listFunctions = async () => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new ListFunctionsCommand({});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListFunctions」を
参照してください。
PHP
SDK for PHP

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
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public function listFunctions($maxItems = 50, $marker = null)
{
if (is_null($marker)) {
return $this->lambdaClient->listFunctions([
'MaxItems' => $maxItems,
]);
}

}

return $this->lambdaClient->listFunctions([
'Marker' => $marker,
'MaxItems' => $maxItems,
]);

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「ListFunctions」を参照し
てください。
Python
SDK for Python (Boto3)

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
class LambdaWrapper:
def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
self.lambda_client = lambda_client
self.iam_resource = iam_resource
def list_functions(self):
"""
Lists the Lambda functions for the current account.
"""
try:
func_paginator = self.lambda_client.get_paginator('list_functions')
for func_page in func_paginator.paginate():
for func in func_page['Functions']:
print(func['FunctionName'])
desc = func.get('Description')
if desc:
print(f"\t{desc}")
print(f"\t{func['Runtime']}: {func['Handler']}")
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't list functions. Here's why: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「ListFunctions」を参照してください。
Ruby
SDK for Ruby

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
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class LambdaWrapper
attr_accessor :lambda_client
def initialize
@lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
@logger = Logger.new($stdout)
@logger.level = Logger::WARN
end
# Lists the Lambda functions for the current account.
def list_functions
functions = []
@lambda_client.list_functions.each do |response|
response["functions"].each do |function|
functions.append(function["function_name"])
end
end
functions
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error executing #{function_name}:\n #{e.message}")
end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「ListFunctions」を参照し
てください。
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Lambda 関数コードを更新しま
す
以下のコード例は、Lambda 関数のコードを更新する方法を示しています。
JavaScript
SDK for JavaScript V3

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
const updateFunctionCode = async (funcName, newFunc) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const code = await zip(`${dirname}../functions/${newFunc}`);
const command = new UpdateFunctionCodeCommand({
ZipFile: code,
FunctionName: funcName,
Architectures: [Architecture.arm64],
Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
});
return client.send(command);
};
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• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「UpdateFunctionCode」を参照してください。
PHP
SDK for PHP

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

public function updateFunctionCode($functionName, $s3Bucket, $s3Key)
{
return $this->lambdaClient->updateFunctionCode([
'FunctionName' => $functionName,
'S3Bucket' => $s3Bucket,
'S3Key' => $s3Key,
]);
}

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「UpdateFunctionCode」
を参照してください。
Python
SDK for Python (Boto3)

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

class LambdaWrapper:
def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
self.lambda_client = lambda_client
self.iam_resource = iam_resource
def update_function_code(self, function_name, deployment_package):
"""
Updates the code for a Lambda function by submitting a .zip archive that
contains
the code for the function.

in

:param function_name: The name of the function to update.
:param deployment_package: The function code to update, packaged as bytes
.zip format.
:return: Data about the update, including the status.
"""
try:
response = self.lambda_client.update_function_code(
FunctionName=function_name, ZipFile=deployment_package)
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't update function %s. Here's why: %s: %s", function_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response
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• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「UpdateFunctionCode」を参照してください。
Ruby
SDK for Ruby

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。

class LambdaWrapper
attr_accessor :lambda_client
def initialize
@lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
@logger = Logger.new($stdout)
@logger.level = Logger::WARN
end
# Updates the code for a Lambda function by submitting a .zip archive that
contains
# the code for the function.
# @param function_name: The name of the function to update.
# @param deployment_package: The function code to update, packaged as bytes in
#
.zip format.
# @return: Data about the update, including the status.
def update_function_code(function_name, deployment_package)
@lambda_client.update_function_code(
function_name:,
zip_file: deployment_package
)
@lambda_client.wait_until(:function_updated_v2, { function_name: }) do |w|
w.max_attempts = 5
w.delay = 5
end
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error updating function code for: #{function_name}:
\n #{e.message}")
nil
rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
@logger.error("Failed waiting for #{function_name} to update:\n #{e.message}")
end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「UpdateFunctionCode」
を参照してください。
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Lambda 関数の設定を更新する
以下のコード例は、Lambda 関数の設定を更新する方法を示しています。
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JavaScript
SDK for JavaScript V3

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
const updateFunctionConfiguration = async (funcName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const config = readFileSync(
`${dirname}../functions/${funcName}/config.json`
).toString();
const command = new UpdateFunctionConfigurationCommand({
...JSON.parse(config),
FunctionName: funcName,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「UpdateFunctionConfiguration」を参照してください。
PHP
SDK for PHP

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
public function updateFunctionConfiguration($functionName, $handler,
$environment = '')
{
return $this->lambdaClient->updateFunctionConfiguration([
'FunctionName' => $functionName,
'Handler' => "$handler.lambda_handler",
'Environment' => $environment,
]);
}

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の
「UpdateFunctionConfiguration」を参照してください。
Python
SDK for Python (Boto3)

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
class LambdaWrapper:
def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
self.lambda_client = lambda_client
self.iam_resource = iam_resource
def update_function_configuration(self, function_name, env_vars):
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"""
Updates the environment variables for a Lambda function.
:param function_name: The name of the function to update.
:param env_vars: A dict of environment variables to update.
:return: Data about the update, including the status.
"""
try:
response = self.lambda_client.update_function_configuration(
FunctionName=function_name, Environment={'Variables': env_vars})
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't update function configuration %s. Here's why: %s: %s",
function_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「UpdateFunctionConfiguration」を参照してください。
Ruby
SDK for Ruby

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
class LambdaWrapper
attr_accessor :lambda_client
def initialize
@lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
@logger = Logger.new($stdout)
@logger.level = Logger::WARN
end
# Updates the environment variables for a Lambda function.
# @param function_name: The name of the function to update.
# @param log_level: The log level of the function.
# @return: Data about the update, including the status.
def update_function_configuration(function_name, log_level)
@lambda_client.update_function_configuration({
function_name:,
environment: {
variables: {
"LOG_LEVEL" => log_level
}
}
})
@lambda_client.wait_until(:function_updated_v2, { function_name: }) do |w|
w.max_attempts = 5
w.delay = 5
end
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error updating configurations for #{function_name}:
\n #{e.message}")
rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
@logger.error("Failed waiting for #{function_name} to activate:\n
#{e.message}")
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• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の
「UpdateFunctionConfiguration」を参照してください。
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用した Lambda のシナリオ
以下のコード例は、AWS SDK を使用して Lambda で一般的なシナリオを実装する方法を示しています。
これらのシナリオは、Lumbda 内で複数の関数を呼び出すことによって特定のタスクを実行する方法を示
しています。それぞれのシナリオには、GitHub へのリンクがあり、コードを設定および実行する方法につ
いての説明が記載されています。
例
• AWS SDK を使用して Lambda 関数の作成と使用を開始する (p. 858)

AWS SDK を使用して Lambda 関数の作成と使用を開
始する
次のコード例は、以下の方法を示しています。
• AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成して、Lambda にログへの書き込み権限を付
与します。
• Lambda 関数を作成し、ハンドラーコードをアップロードします。
• 1 つのパラメーターで関数を呼び出して、結果を取得します。
• 関数コードを更新し、Lambda 環境を環境可変で設定します。
• 新しいパラメーターで関数を呼び出して、結果を取得します。呼び出しから返された実行ログを表示し
ます。
• アカウントの関数を一覧表示します。
• IAM ロールと Ｌambda 関数を削除します。
詳細については、「コンソールで Lambda 関数を作成する」を参照してください。
Java
SDK for Java 2.x

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
public class LambdaScenario {
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
final String usage = "\n" +
"Usage:\n" +
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\n" +

\n"+

"

<functionName> <filePath> <role> <handler> <bucketName> <key> \n

"Where:\n" +
"
functionName - The name of the Lambda function. \n"+
"
filePath - The path to the .zip or .jar where the code is located.

"
role - The AWS Identity and Access Management (IAM) service role
that has Lambda permissions. \n"+
"
handler - The fully qualified method name (for example,
example.Handler::handleRequest). \n"+
"
bucketName - The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket
name that contains the .zip or .jar used to update the Lambda function's code.
\n"+
"
key - The Amazon S3 key name that represents the .zip or .jar (for
example, LambdaHello-1.0-SNAPSHOT.jar)." ;
if (args.length != 6) {
System.out.println(usage);
System.exit(1);
}
String functionName = args[0];
String filePath = args[1];
String role = args[2];
String handler = args[3];
String bucketName = args[4];
String key = args[5];
Region region = Region.US_WEST_2;
LambdaClient awsLambda = LambdaClient.builder()
.region(region)
.credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
.build();
String funArn = createLambdaFunction(awsLambda, functionName, filePath,
role, handler);
System.out.println("The AWS Lambda ARN is "+funArn);
// Get the Lambda function.
System.out.println("Getting the " +functionName +" AWS Lambda function.");
getFunction(awsLambda, functionName);
// List the Lambda functions.
System.out.println("Listing all functions.");
LambdaScenario.listFunctions(awsLambda);
System.out.println("*** Sleep for 1 min to get Lambda function ready.");
Thread.sleep(60000);
System.out.println("*** Invoke the Lambda function.");
invokeFunction(awsLambda, functionName);

key);

System.out.println("*** Update the Lambda function code.");
LambdaScenario.updateFunctionCode(awsLambda, functionName, bucketName,

System.out.println("*** Sleep for 1 min to get Lambda function ready.");
Thread.sleep(60000);
System.out.println("*** Invoke the Lambda function again with the updated
code.");
invokeFunction(awsLambda, functionName);
System.out.println("Update a Lambda function's configuration value.");
updateFunctionConfiguration(awsLambda, functionName, handler);
System.out.println("Delete the AWS Lambda function.");
LambdaScenario.deleteLambdaFunction(awsLambda, functionName);
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}

awsLambda.close();

public static String createLambdaFunction(LambdaClient awsLambda,
String functionName,
String filePath,
String role,
String handler) {
try {
LambdaWaiter waiter = awsLambda.waiter();
InputStream is = new FileInputStream(filePath);
SdkBytes fileToUpload = SdkBytes.fromInputStream(is);
FunctionCode code = FunctionCode.builder()
.zipFile(fileToUpload)
.build();
CreateFunctionRequest functionRequest = CreateFunctionRequest.builder()
.functionName(functionName)
.description("Created by the Lambda Java API")
.code(code)
.handler(handler)
.runtime(Runtime.JAVA8)
.role(role)
.build();
// Create a Lambda function using a waiter
CreateFunctionResponse functionResponse =
awsLambda.createFunction(functionRequest);
GetFunctionRequest getFunctionRequest = GetFunctionRequest.builder()
.functionName(functionName)
.build();
WaiterResponse<GetFunctionResponse> waiterResponse =
waiter.waitUntilFunctionExists(getFunctionRequest);
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return functionResponse.functionArn();

}

} catch(LambdaException | FileNotFoundException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return "";

public static void getFunction(LambdaClient awsLambda, String functionName) {
try {
GetFunctionRequest functionRequest = GetFunctionRequest.builder()
.functionName(functionName)
.build();
GetFunctionResponse response = awsLambda.getFunction(functionRequest);
System.out.println("The runtime of this Lambda function is "
+response.configuration().runtime());

}

} catch(LambdaException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

public static void listFunctions(LambdaClient awsLambda) {
try {
ListFunctionsResponse functionResult = awsLambda.listFunctions();
List<FunctionConfiguration> list = functionResult.functions();
for (FunctionConfiguration config: list) {
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}

}
{

System.out.println("The function name is "+config.functionName());

} catch(LambdaException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

public static void invokeFunction(LambdaClient awsLambda, String functionName)
InvokeResponse res;
try {
// Need a SdkBytes instance for the payload.
JSONObject jsonObj = new JSONObject();
jsonObj.put("inputValue", "2000");
String json = jsonObj.toString();
SdkBytes payload = SdkBytes.fromUtf8String(json) ;
InvokeRequest request = InvokeRequest.builder()
.functionName(functionName)
.payload(payload)
.build();
res = awsLambda.invoke(request);
String value = res.payload().asUtf8String() ;
System.out.println(value);

}

} catch(LambdaException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

public static void updateFunctionCode(LambdaClient awsLambda, String
functionName, String bucketName, String key) {
try {
LambdaWaiter waiter = awsLambda.waiter();
UpdateFunctionCodeRequest functionCodeRequest =
UpdateFunctionCodeRequest.builder()
.functionName(functionName)
.publish(true)
.s3Bucket(bucketName)
.s3Key(key)
.build();
UpdateFunctionCodeResponse response =
awsLambda.updateFunctionCode(functionCodeRequest) ;
GetFunctionConfigurationRequest getFunctionConfigRequest =
GetFunctionConfigurationRequest.builder()
.functionName(functionName)
.build();
WaiterResponse<GetFunctionConfigurationResponse> waiterResponse =
waiter.waitUntilFunctionUpdated(getFunctionConfigRequest);
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
System.out.println("The last modified value is "
+response.lastModified());

}

} catch(LambdaException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
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public static void updateFunctionConfiguration(LambdaClient awsLambda, String
functionName, String handler ){
try {
UpdateFunctionConfigurationRequest configurationRequest =
UpdateFunctionConfigurationRequest.builder()
.functionName(functionName)
.handler(handler)
.runtime(Runtime.JAVA11 )
.build();
awsLambda.updateFunctionConfiguration(configurationRequest);

}

} catch(LambdaException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

public static void deleteLambdaFunction(LambdaClient awsLambda, String
functionName ) {
try {
DeleteFunctionRequest request = DeleteFunctionRequest.builder()
.functionName(functionName)
.build();
awsLambda.deleteFunction(request);
System.out.println("The "+functionName +" function was deleted");

}

}

} catch(LambdaException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の以下のトピックを参照
してください。
• CreateFunction
• DeleteFunction
• GetFunction
• 呼び出し
• ListFunctions
• UpdateFunctionCode
• UpdateFunctionConfiguration
JavaScript
SDK for JavaScript V3

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成して、Lambda にログへの書き込み権
限を付与します。
log(`Creating role (${NAME_ROLE_LAMBDA})...`);
const response = await createRole({
AssumeRolePolicyDocument: parseString({
Version: "2012-10-17",
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Statement: [
{
Effect: "Allow",
Principal: {
Service: "lambda.amazonaws.com",
},
Action: "sts:AssumeRole",
},
],
}),
RoleName: NAME_ROLE_LAMBDA,
});
const attachRolePolicy = async (roleName, policyArn) => {
const client = createClientForDefaultRegion(IAMClient);
const command = new AttachRolePolicyCommand({
PolicyArn: policyArn, // For example, arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole
RoleName: roleName, // For example, lambda-basic-execution-role
});
return client.send(command);
};

Lambda 関数を作成し、ハンドラーコードをアップロードします。
const createFunction = async (funcName, roleArn) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const code = await zip(`${dirname}../functions/${funcName}`);
const command = new CreateFunctionCommand({
Code: { ZipFile: code },
FunctionName: funcName,
Role: roleArn,
Architectures: [Architecture.arm64],
Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
});
return client.send(command);
};

1 つのパラメーターで関数を呼び出して、結果を取得します。
const invoke = async (funcName, payload) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new InvokeCommand({
FunctionName: funcName,
Payload: JSON.stringify(payload),
LogType: LogType.Tail,
});
const { Payload, LogResult } = await client.send(command);
const result = Buffer.from(Payload).toString();
const logs = Buffer.from(LogResult, "base64").toString();
return { logs, result };
};

関数コードを更新し、Lambda 環境を環境可変で設定します。
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const updateFunctionCode = async (funcName, newFunc) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const code = await zip(`${dirname}../functions/${newFunc}`);
const command = new UpdateFunctionCodeCommand({
ZipFile: code,
FunctionName: funcName,
Architectures: [Architecture.arm64],
Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
});
return client.send(command);
};
const updateFunctionConfiguration = async (funcName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const config = readFileSync(
`${dirname}../functions/${funcName}/config.json`
).toString();
const command = new UpdateFunctionConfigurationCommand({
...JSON.parse(config),
FunctionName: funcName,
});
return client.send(command);
};

アカウントの関数を一覧表示します。
const listFunctions = async () => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new ListFunctionsCommand({});
return client.send(command);
};

IAM ロールと Ｌambda 関数を削除します。
const deleteRole = (roleName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(IAMClient);
const command = new DeleteRoleCommand({ RoleName: roleName });
return client.send(command);
};
const deleteFunction = (funcName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new DeleteFunctionCommand({ FunctionName: funcName });
return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の以下のトピックを参
照してください。
• CreateFunction
• DeleteFunction
• GetFunction
• 呼び出し
• ListFunctions
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• UpdateFunctionCode
• UpdateFunctionConfiguration
Kotlin
SDK for Kotlin

Note
これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
suspend fun main(args: Array<String>) {
val usage = """
Usage:
<functionName> <role> <handler> <bucketName> <updatedBucketName> <key>
Where:
functionName - The name of the AWS Lambda function.
role - The AWS Identity and Access Management (IAM) service role that
has AWS Lambda permissions.
handler - The fully qualified method name (for example,
example.Handler::handleRequest).
bucketName - The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket name
that contains the ZIP or JAR used for the Lambda function's code.
updatedBucketName - The Amazon S3 bucket name that contains the .zip
or .jar used to update the Lambda function's code.
key - The Amazon S3 key name that represents the .zip or .jar file (for
example, LambdaHello-1.0-SNAPSHOT.jar).
"""
if (args.size != 6) {
println(usage)
exitProcess(1)
}
val
val
val
val
val
val

functionName = args[0]
role = args[1]
handler = args[2]
bucketName = args[3]
updatedBucketName = args[4]
key = args[5]

println("Creating a Lambda function named $functionName.")
val funArn = createScFunction(functionName, bucketName, key, handler, role)
println("The AWS Lambda ARN is $funArn")
// Get a specific Lambda function.
println("Getting the $functionName AWS Lambda function.")
getFunction(functionName)
// List the Lambda functions.
println("Listing all AWS Lambda functions.")
listFunctionsSc()
// Invoke the Lambda function.
println("*** Invoke the Lambda function.")
invokeFunctionSc(functionName)
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// Update the AWS Lambda function code.
println("*** Update the Lambda function code.")
updateFunctionCode(functionName, updatedBucketName, key)
// println("*** Invoke the function again after updating the code.")
invokeFunctionSc(functionName)
// Update the AWS Lambda function configuration.
println("Update the run time of the function.")
UpdateFunctionConfiguration(functionName, handler)

}

// Delete the AWS Lambda function.
println("Delete the AWS Lambda function.")
delFunction(functionName)

suspend fun createScFunction(
myFunctionName: String,
s3BucketName: String,
myS3Key: String,
myHandler: String,
myRole: String
): String {
val functionCode = FunctionCode {
s3Bucket = s3BucketName
s3Key = myS3Key
}
val request = CreateFunctionRequest {
functionName = myFunctionName
code = functionCode
description = "Created by the Lambda Kotlin API"
handler = myHandler
role = myRole
runtime = Runtime.Java8
}

}

// Create a Lambda function using a waiter
LambdaClient { region = "us-west-2" }.use { awsLambda ->
val functionResponse = awsLambda.createFunction(request)
awsLambda.waitUntilFunctionActive {
functionName = myFunctionName
}
return functionResponse.functionArn.toString()
}

suspend fun getFunction(functionNameVal: String) {
val functionRequest = GetFunctionRequest {
functionName = functionNameVal
}
LambdaClient { region = "us-west-2" }.use { awsLambda ->
val response = awsLambda.getFunction(functionRequest)
println("The runtime of this Lambda function is
${response.configuration?.runtime}")
}

}

suspend fun listFunctionsSc() {
val request = ListFunctionsRequest {
maxItems = 10
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}

}

LambdaClient { region = "us-west-2" }.use { awsLambda ->
val response = awsLambda.listFunctions(request)
response.functions?.forEach { function ->
println("The function name is ${function.functionName}")
}
}

suspend fun invokeFunctionSc(functionNameVal: String) {
val json = """{"inputValue":"1000"}"""
val byteArray = json.trimIndent().encodeToByteArray()
val request = InvokeRequest {
functionName = functionNameVal
payload = byteArray
logType = LogType.Tail
}

}

LambdaClient { region = "us-west-2" }.use { awsLambda ->
val res = awsLambda.invoke(request)
println("The function payload is ${res.payload?.toString(Charsets.UTF_8)}")
}

suspend fun updateFunctionCode(functionNameVal: String?, bucketName: String?, key:
String?) {
val functionCodeRequest = UpdateFunctionCodeRequest {
functionName = functionNameVal
publish = true
s3Bucket = bucketName
s3Key = key
}

}

LambdaClient { region = "us-west-2" }.use { awsLambda ->
val response = awsLambda.updateFunctionCode(functionCodeRequest)
awsLambda.waitUntilFunctionUpdated {
functionName = functionNameVal
}
println("The last modified value is " + response.lastModified)
}

suspend fun UpdateFunctionConfiguration(functionNameVal: String?, handlerVal:
String?) {
val configurationRequest = UpdateFunctionConfigurationRequest {
functionName = functionNameVal
handler = handlerVal
runtime = Runtime.Java11
}

}

LambdaClient { region = "us-west-2" }.use { awsLambda ->
awsLambda.updateFunctionConfiguration(configurationRequest)
}

suspend fun delFunction(myFunctionName: String) {
val request = DeleteFunctionRequest {
functionName = myFunctionName
}
LambdaClient { region = "us-west-2" }.use { awsLambda ->
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}

}

awsLambda.deleteFunction(request)
println("$myFunctionName was deleted")

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• CreateFunction
• DeleteFunction
• GetFunction
• 呼び出し
• ListFunctions
• UpdateFunctionCode
• UpdateFunctionConfiguration
PHP
SDK for PHP

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
namespace Lambda;
use Aws\S3\S3Client;
use GuzzleHttp\Psr7\Stream;
use Iam\IamService;
class GettingStartedWithLambda
{
public function run()
{
echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the AWS Lambda getting started demo using PHP!\n");
echo("--------------------------------------\n");
$clientArgs = [
'region' => 'us-west-2',
'version' => 'latest',
'profile' => 'default',
];
$uniqid = uniqid();
$iamService = new IamService();
$s3client = new S3Client($clientArgs);
$lambdaService = new LambdaService();
echo "First, let's create a role to run our Lambda code.\n";
$roleName = "test-lambda-role-$uniqid";
$rolePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [
{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {
\"Service\": \"lambda.amazonaws.com\"
},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
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]

}

}";
$role = $iamService->createRole($roleName, $rolePolicyDocument);
echo "Created role {$role['RoleName']}.\n";
$iamService->attachRolePolicy(
$role['RoleName'],
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
);
echo "Attached the AWSLambdaBasicExecutionRole to {$role['RoleName']}.\n";
echo "\nNow let's create an S3 bucket and upload our Lambda code there.\n";
$bucketName = "test-example-bucket-$uniqid";
$s3client->createBucket([
'Bucket' => $bucketName,
]);
echo "Created bucket $bucketName.\n";
$functionName = "doc_example_lambda_$uniqid";
$codeBasic = "lambda_handler_basic.zip";
$handler = "lambda_handler_basic";
$file = file_get_contents($codeBasic);
$s3client->putObject([
'Bucket' => $bucketName,
'Key' => $functionName,
'Body' => $file,
]);
echo "Uploaded the Lambda code.\n";
$createLambdaFunction = $lambdaService->createFunction($functionName,
$role, $bucketName, $handler);
// Wait until the function has finished being created.
do {
$getLambdaFunction = $lambdaService>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
} while ($getLambdaFunction['Configuration']['State'] == "Pending");
echo "Created Lambda function {$getLambdaFunction['Configuration']
['FunctionName']}.\n";
sleep(1);
echo "\nOk, let's invoke that Lambda code.\n";
$basicParams = [
'action' => 'increment',
'number' => 3,
];
/** @var Stream $invokeFunction */
$invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $basicParams)
['Payload'];
$result = json_decode($invokeFunction->getContents())->result;
echo "After invoking the Lambda code with the input of
{$basicParams['number']} we received $result.\n";
echo "\nSince that's working, let's update the Lambda code.\n";
$codeCalculator = "lambda_handler_calculator.zip";
$handlerCalculator = "lambda_handler_calculator";
echo "First, put the new code into the S3 bucket.\n";
$file = file_get_contents($codeCalculator);
$s3client->putObject([
'Bucket' => $bucketName,
'Key' => $functionName,
'Body' => $file,
]);
echo "New code uploaded.\n";
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$lambdaService->updateFunctionCode($functionName, $bucketName,
$functionName);
// Wait for the Lambda code to finish updating.
do {
$getLambdaFunction = $lambdaService>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
} while ($getLambdaFunction['Configuration']['LastUpdateStatus'] !==
"Successful");
echo "New Lambda code uploaded.\n";
$environment = [
'Variable' => ['Variables' => ['LOG_LEVEL' => 'DEBUG']],
];
$lambdaService->updateFunctionConfiguration($functionName,
$handlerCalculator, $environment);
do {
$getLambdaFunction = $lambdaService>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
} while ($getLambdaFunction['Configuration']['LastUpdateStatus'] !==
"Successful");
echo "Lambda code updated with new handler and a LOG_LEVEL of DEBUG for
more information.\n";
echo "Invoke the new code with some new data.\n";
$calculatorParams = [
'action' => 'plus',
'x' => 5,
'y' => 4,
];
$invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $calculatorParams,
"Tail");
$result = json_decode($invokeFunction['Payload']->getContents())->result;
echo "Indeed, {$calculatorParams['x']} + {$calculatorParams['y']} does
equal $result.\n";
echo "Here's the extra debug info: ";
echo base64_decode($invokeFunction['LogResult']) . "\n";
echo "\nBut what happens if you try to divide by zero?\n";
$divZeroParams = [
'action' => 'divide',
'x' => 5,
'y' => 0,
];
$invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $divZeroParams,
"Tail");
$result = json_decode($invokeFunction['Payload']->getContents())->result;
echo "You get a |$result| result.\n";
echo "And an error message: ";
echo base64_decode($invokeFunction['LogResult']) . "\n";
echo "\nHere's all the Lambda functions you have in this Region:\n";
$listLambdaFunctions = $lambdaService->listFunctions(5);
$allLambdaFunctions = $listLambdaFunctions['Functions'];
$next = $listLambdaFunctions->get('NextMarker');
while ($next != false) {
$listLambdaFunctions = $lambdaService->listFunctions(5, $next);
$next = $listLambdaFunctions->get('NextMarker');
$allLambdaFunctions = array_merge($allLambdaFunctions,
$listLambdaFunctions['Functions']);
}
foreach ($allLambdaFunctions as $function) {
echo "{$function['FunctionName']}\n";
}
echo "\n\nAnd don't forget to clean up your data!\n";
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}

}

$lambdaService->deleteFunction($functionName);
echo "Deleted Lambda function.\n";
$iamService->deleteRole($role['RoleName']);
echo "Deleted Role.\n";
$deleteObjects = $s3client->listObjectsV2([
'Bucket' => $bucketName,
]);
$deleteObjects = $s3client->deleteObjects([
'Bucket' => $bucketName,
'Delete' => [
'Objects' => $deleteObjects['Contents'],
]
]);
echo "Deleted all objects from the S3 bucket.\n";
$s3client->deleteBucket(['Bucket' => $bucketName]);
echo "Deleted the bucket.\n";

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の以下のトピックを参照して
ください。
• CreateFunction
• DeleteFunction
• GetFunction
• 呼び出し
• ListFunctions
• UpdateFunctionCode
• UpdateFunctionConfiguration
Python
SDK for Python (Boto3)

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
数値をインクリメントする Lambda ハンドラーを定義します。
import logging
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
def lambda_handler(event, context):
"""
Accepts an action and a single number, performs the specified action on the
number,
and returns the result. The only allowable action is 'increment'.
:param event: The event dict that contains the parameters sent when the
function
is invoked.
:param context: The context in which the function is called.
:return: The result of the action.
"""
result = None
action = event.get('action')
if action == 'increment':
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result = event.get('number', 0) + 1
logger.info('Calculated result of %s', result)
else:
logger.error("%s is not a valid action.", action)
response = {'result': result}
return response

算術演算を実行する 2 番目の Lambda ハンドラーを定義します。
import logging
import os
logger = logging.getLogger()
# Define a list of Python lambda functions that are called by this AWS Lambda
function.
ACTIONS = {
'plus': lambda x, y: x + y,
'minus': lambda x, y: x - y,
'times': lambda x, y: x * y,
'divided-by': lambda x, y: x / y}
def lambda_handler(event, context):
"""
Accepts an action and two numbers, performs the specified action on the
numbers,
and returns the result.
:param event: The event dict that contains the parameters sent when the
function
is invoked.
:param context: The context in which the function is called.
:return: The result of the specified action.
"""
# Set the log level based on a variable configured in the Lambda environment.
logger.setLevel(os.environ.get('LOG_LEVEL', logging.INFO))
logger.debug('Event: %s', event)
action = event.get('action')
func = ACTIONS.get(action)
x = event.get('x')
y = event.get('y')
result = None
try:
if func is not None and x is not None and y is not None:
result = func(x, y)
logger.info("%s %s %s is %s", x, action, y, result)
else:
logger.error("I can't calculate %s %s %s.", x, action, y)
except ZeroDivisionError:
logger.warning("I can't divide %s by 0!", x)
response = {'result': result}
return response

Lambda アクションをラップする関数を作成します。
class LambdaWrapper:
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def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
self.lambda_client = lambda_client
self.iam_resource = iam_resource
@staticmethod
def create_deployment_package(source_file, destination_file):
"""
Creates a Lambda deployment package in .zip format in an in-memory buffer.
This
buffer can be passed directly to Lambda when creating the function.
:param source_file: The name of the file that contains the Lambda handler
function.
:param destination_file: The name to give the file when it's deployed to

Lambda.

:return: The deployment package.
"""
buffer = io.BytesIO()
with zipfile.ZipFile(buffer, 'w') as zipped:
zipped.write(source_file, destination_file)
buffer.seek(0)
return buffer.read()

def get_iam_role(self, iam_role_name):
"""
Get an AWS Identity and Access Management (IAM) role.
:param iam_role_name: The name of the role to retrieve.
:return: The IAM role.
"""
role = None
try:
temp_role = self.iam_resource.Role(iam_role_name)
temp_role.load()
role = temp_role
logger.info("Got IAM role %s", role.name)
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == 'NoSuchEntity':
logger.info("IAM role %s does not exist.", iam_role_name)
else:
logger.error(
"Couldn't get IAM role %s. Here's why: %s: %s", iam_role_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise
return role
def create_iam_role_for_lambda(self, iam_role_name):
"""
Creates an IAM role that grants the Lambda function basic permissions. If a
role with the specified name already exists, it is used for the demo.
:param iam_role_name: The name of the role to create.
:return: The role and a value that indicates whether the role is newly
created.
"""
role = self.get_iam_role(iam_role_name)
if role is not None:
return role, False
lambda_assume_role_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
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]

}

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

}
policy_arn = 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole'
try:

role = self.iam_resource.create_role(
RoleName=iam_role_name,
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(lambda_assume_role_policy))
logger.info("Created role %s.", role.name)
role.attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached basic execution policy to role %s.", role.name)
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'EntityAlreadyExists':
role = self.iam_resource.Role(iam_role_name)
logger.warning("The role %s already exists. Using it.",
iam_role_name)
else:
logger.exception(
"Couldn't create role %s or attach policy %s.",
iam_role_name, policy_arn)
raise
return role, True
def get_function(self, function_name):
"""
Gets data about a Lambda function.
:param function_name: The name of the function.
:return: The function data.
"""
response = None
try:
response = self.lambda_client.get_function(FunctionName=function_name)
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
logger.info("Function %s does not exist.", function_name)
else:
logger.error(
"Couldn't get function %s. Here's why: %s: %s", function_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise
return response
def create_function(self, function_name, handler_name, iam_role,
deployment_package):
"""
Deploys a Lambda function.
:param function_name: The name of the Lambda function.
:param handler_name: The fully qualified name of the handler function. This
must include the file name and the function name.
:param iam_role: The IAM role to use for the function.
:param deployment_package: The deployment package that contains the
function
code in .zip format.
:return: The Amazon Resource Name (ARN) of the newly created function.
"""
try:
response = self.lambda_client.create_function(
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FunctionName=function_name,
Description="AWS Lambda doc example",
Runtime='python3.8',
Role=iam_role.arn,
Handler=handler_name,
Code={'ZipFile': deployment_package},
Publish=True)
function_arn = response['FunctionArn']
waiter = self.lambda_client.get_waiter('function_active_v2')
waiter.wait(FunctionName=function_name)
logger.info("Created function '%s' with ARN: '%s'.",
function_name, response['FunctionArn'])
except ClientError:
logger.error("Couldn't create function %s.", function_name)
raise
else:
return function_arn
def delete_function(self, function_name):
"""
Deletes a Lambda function.
:param function_name: The name of the function to delete.
"""
try:
self.lambda_client.delete_function(FunctionName=function_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete function %s.", function_name)
raise
def invoke_function(self, function_name, function_params, get_log=False):
"""
Invokes a Lambda function.

in

:param function_name: The name of the function to invoke.
:param function_params: The parameters of the function as a dict. This dict
is serialized to JSON before it is sent to Lambda.
:param get_log: When true, the last 4 KB of the execution log are included
the response.
:return: The response from the function invocation.
"""
try:
response = self.lambda_client.invoke(
FunctionName=function_name,
Payload=json.dumps(function_params),
LogType='Tail' if get_log else 'None')
logger.info("Invoked function %s.", function_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't invoke function %s.", function_name)
raise
return response

def update_function_code(self, function_name, deployment_package):
"""
Updates the code for a Lambda function by submitting a .zip archive that
contains
the code for the function.

in

:param function_name: The name of the function to update.
:param deployment_package: The function code to update, packaged as bytes
.zip format.
:return: Data about the update, including the status.
"""
try:
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response = self.lambda_client.update_function_code(
FunctionName=function_name, ZipFile=deployment_package)
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't update function %s. Here's why: %s: %s", function_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response
def update_function_configuration(self, function_name, env_vars):
"""
Updates the environment variables for a Lambda function.
:param function_name: The name of the function to update.
:param env_vars: A dict of environment variables to update.
:return: Data about the update, including the status.
"""
try:
response = self.lambda_client.update_function_configuration(
FunctionName=function_name, Environment={'Variables': env_vars})
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't update function configuration %s. Here's why: %s: %s",
function_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response
def list_functions(self):
"""
Lists the Lambda functions for the current account.
"""
try:
func_paginator = self.lambda_client.get_paginator('list_functions')
for func_page in func_paginator.paginate():
for func in func_page['Functions']:
print(func['FunctionName'])
desc = func.get('Description')
if desc:
print(f"\t{desc}")
print(f"\t{func['Runtime']}: {func['Handler']}")
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't list functions. Here's why: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise

シナリオを実行する関数を作成します。
class UpdateFunctionWaiter(CustomWaiter):
"""A custom waiter that waits until a function is successfully updated."""
def __init__(self, client):
super().__init__(
'UpdateSuccess', 'GetFunction',
'Configuration.LastUpdateStatus',
{'Successful': WaitState.SUCCESS, 'Failed': WaitState.FAILURE},
client)
def wait(self, function_name):
self._wait(FunctionName=function_name)
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def run_scenario(lambda_client, iam_resource, basic_file, calculator_file,
lambda_name):
"""
Runs the scenario.
:param lambda_client: A Boto3 Lambda client.
:param iam_resource: A Boto3 IAM resource.
:param basic_file: The name of the file that contains the basic Lambda handler.
:param calculator_file: The name of the file that contains the calculator
Lambda handler.
:param lambda_name: The name to give resources created for the scenario, such
as the
IAM role and the Lambda function.
"""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Lambda getting started with functions demo.")
print('-'*88)
wrapper = LambdaWrapper(lambda_client, iam_resource)
print("Checking for IAM role for Lambda...")
iam_role, should_wait = wrapper.create_iam_role_for_lambda(lambda_name)
if should_wait:
logger.info("Giving AWS time to create resources...")
wait(10)
print(f"Looking for function {lambda_name}...")
function = wrapper.get_function(lambda_name)
if function is None:
print("Zipping the Python script into a deployment package...")
deployment_package = wrapper.create_deployment_package(basic_file,
f"{lambda_name}.py")
print(f"...and creating the {lambda_name} Lambda function.")
wrapper.create_function(
lambda_name, f'{lambda_name}.lambda_handler', iam_role,
deployment_package)
else:
print(f"Function {lambda_name} already exists.")
print('-'*88)
print(f"Let's invoke {lambda_name}. This function increments a number.")
action_params = {
'action': 'increment',
'number': q.ask("Give me a number to increment: ", q.is_int)}
print(f"Invoking {lambda_name}...")
response = wrapper.invoke_function(lambda_name, action_params)
print(f"Incrementing {action_params['number']} resulted in "
f"{json.load(response['Payload'])}")
print('-'*88)
print(f"Let's update the function to an arithmetic calculator.")
q.ask("Press Enter when you're ready.")
print("Creating a new deployment package...")
deployment_package = wrapper.create_deployment_package(calculator_file,
f"{lambda_name}.py")
print(f"...and updating the {lambda_name} Lambda function.")
update_waiter = UpdateFunctionWaiter(lambda_client)
wrapper.update_function_code(lambda_name, deployment_package)
update_waiter.wait(lambda_name)
print(f"This function uses an environment variable to control logging level.")
print(f"Let's set it to DEBUG to get the most logging.")
wrapper.update_function_configuration(
lambda_name, {'LOG_LEVEL': logging.getLevelName(logging.DEBUG)})
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actions = ['plus', 'minus', 'times', 'divided-by']
want_invoke = True
while want_invoke:
print(f"Let's invoke {lambda_name}. You can invoke these actions:")
for index, action in enumerate(actions):
print(f"{index + 1}: {action}")
action_params = {}
action_index = q.ask(
"Enter the number of the action you want to take: ",
q.is_int, q.in_range(1, len(actions)))
action_params['action'] = actions[action_index - 1]
print(f"You've chosen to invoke 'x {action_params['action']} y'.")
action_params['x'] = q.ask("Enter a value for x: ", q.is_int)
action_params['y'] = q.ask("Enter a value for y: ", q.is_int)
print(f"Invoking {lambda_name}...")
response = wrapper.invoke_function(lambda_name, action_params, True)
print(f"Calculating {action_params['x']} {action_params['action']}
{action_params['y']} "
f"resulted in {json.load(response['Payload'])}")
q.ask("Press Enter to see the logs from the call.")
print(base64.b64decode(response['LogResult']).decode())
want_invoke = q.ask("That was fun. Shall we do it again? (y/n) ",
q.is_yesno)
print('-'*88)
if q.ask("Do you want to list all of the functions in your account? (y/n) "):
wrapper.list_functions()
print('-'*88)
if q.ask("Ready to delete the function and role? (y/n) ", q.is_yesno):
for policy in iam_role.attached_policies.all():
policy.detach_role(RoleName=iam_role.name)
iam_role.delete()
print(f"Deleted role {lambda_name}.")
wrapper.delete_function(lambda_name)
print(f"Deleted function {lambda_name}.")
print("\nThanks for watching!")
print('-'*88)
if __name__ == '__main__':
try:
run_scenario(
boto3.client('lambda'), boto3.resource('iam'),
'lambda_handler_basic.py',
'lambda_handler_calculator.py', 'doc_example_lambda_calculator')
except Exception:
logging.exception("Something went wrong with the demo!")

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• CreateFunction
• DeleteFunction
• GetFunction
• 呼び出し
• ListFunctions
• UpdateFunctionCode
• UpdateFunctionConfiguration

878

AWS Lambda デベロッパーガイド
関数の使用を開始します

Ruby
SDK for Ruby

Tip
この例を設定および実行する方法については、「GitHub」を参照してください。
ログを書き込むことができる Lambda 関数に前提条件となる IAM アクセス権限を設定します。
# Get an AWS Identity and Access Management (IAM) role.
#
# @param iam_role_name: The name of the role to retrieve.
# @param action: Whether to create or destroy the IAM apparatus.
# @return: The IAM role.
def manage_iam(iam_role_name, action)
role_policy = {
'Version': "2012-10-17",
'Statement': [
{
'Effect': "Allow",
'Principal': {
'Service': "lambda.amazonaws.com"
},
'Action': "sts:AssumeRole"
}
]
}
case action
when "create"
role = $iam_client.create_role(
role_name: iam_role_name,
assume_role_policy_document: role_policy.to_json
)
$iam_client.attach_role_policy(
{
policy_arn: "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole",
role_name: iam_role_name
}
)
$iam_client.wait_until(:role_exists, { role_name: iam_role_name }) do |w|
w.max_attempts = 5
w.delay = 5
end
@logger.debug("Successfully created IAM role: #{role['role']['arn']}")
@logger.debug("Enforcing a 10-second sleep to allow IAM role to activate
fully.")
sleep(10)
return role, role_policy.to_json
when "destroy"
$iam_client.detach_role_policy(
{
policy_arn: "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole",
role_name: iam_role_name
}
)
$iam_client.delete_role(
role_name: iam_role_name
)
@logger.debug("Detached policy & deleted IAM role: #{iam_role_name}")
else
raise "Incorrect action provided. Must provide 'create' or 'destroy'"
end
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rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error creating role or attaching policy:\n
#{e.message}")
end

呼び出しパラメータとして指定された数値を増やす Lambda ハンドラーを定義します。
require "logger"
# A function that increments a whole number by one (1) and logs the result.
# Requires a manually-provided runtime parameter, 'number', which must be Int
#
# @param event [Hash] Parameters sent when the function is invoked
# @param context [Hash] Methods and properties that provide information
# about the invocation, function, and execution environment.
# @return incremented_number [String] The incremented number.
def lambda_handler(event:, context:)
logger = Logger.new($stdout)
log_level = ENV["LOG_LEVEL"]
logger.level = case log_level
when "debug"
Logger::DEBUG
when "info"
Logger::INFO
else
Logger::ERROR
end
logger.debug("This is a debug log message.")
logger.info("This is an info log message. Code executed successfully!")
number = event["number"].to_i
incremented_number = number + 1
logger.info("You provided #{number.round} and it was incremented to
#{incremented_number.round}")
incremented_number.round.to_s
end

Lambda 関数のデプロイパッケージを圧縮します。
# Creates a Lambda deployment package in .zip format.
# This zip can be passed directly as a string to Lambda when creating the
function.
#
# @param source_file: The name of the object, without suffix, for the Lambda file
and zip.
# @return: The deployment package.
def create_deployment_package(source_file)
Dir.chdir(File.dirname(__FILE__))
if File.exist?("lambda_function.zip")
File.delete("lambda_function.zip")
@logger.debug("Deleting old zip: lambda_function.zip")
end
Zip::File.open("lambda_function.zip", create: true) {
|zipfile|
zipfile.add("lambda_function.rb", "#{source_file}.rb")
}
@logger.debug("Zipping #{source_file}.rb into: lambda_function.zip.")
File.read("lambda_function.zip").to_s
rescue StandardError => e
@logger.error("There was an error creating deployment package:\n #{e.message}")
end
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新しい Lambda 関数の作成
# Deploys a Lambda function.
#
# @param function_name: The name of the Lambda function.
# @param handler_name: The fully qualified name of the handler function. This
#
must include the file name and the function name.
# @param role_arn: The IAM role to use for the function.
# @param deployment_package: The deployment package that contains the function
#
code in .zip format.
# @return: The Amazon Resource Name (ARN) of the newly created function.
def create_function(function_name, handler_name, role_arn, deployment_package)
response = @lambda_client.create_function({
role: role_arn.to_s,
function_name:,
handler: handler_name,
runtime: "ruby2.7",
code: {
zip_file: deployment_package
},
environment: {
variables: {
"LOG_LEVEL" => "info"
}
}
})
@lambda_client.wait_until(:function_active_v2, { function_name: }) do |w|
w.max_attempts = 5
w.delay = 5
end
response
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error creating #{function_name}:\n #{e.message}")
rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
@logger.error("Failed waiting for #{function_name} to activate:\n
#{e.message}")
end

オプションのランタイムパラメータを使用して Lambda 関数を呼び出します。
# Invokes a Lambda function.
# @param function_name [String] The name of the function to invoke.
# @param payload [nil] Payload containing runtime parameters.
# @return [Object] The response from the function invocation.
def invoke_function(function_name, payload = nil)
params = { function_name: }
params[:payload] = payload unless payload.nil?
@lambda_client.invoke(params)
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error executing #{function_name}:\n #{e.message}")
end

Lambda 関数の設定を更新して、新しい環境変数を挿入します。
# Updates the environment variables for a Lambda function.
# @param function_name: The name of the function to update.
# @param log_level: The log level of the function.
# @return: Data about the update, including the status.
def update_function_configuration(function_name, log_level)
@lambda_client.update_function_configuration({
function_name:,
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environment: {
variables: {
"LOG_LEVEL" => log_level
}
}

})
@lambda_client.wait_until(:function_updated_v2, { function_name: }) do |w|
w.max_attempts = 5
w.delay = 5
end
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error updating configurations for #{function_name}:
\n #{e.message}")
rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
@logger.error("Failed waiting for #{function_name} to activate:\n
#{e.message}")
end

Lambda 関数のコードを、別のコードを含む別のデプロイパッケージで更新します。
# Updates the code for a Lambda function by submitting a .zip archive that
contains
# the code for the function.
# @param function_name: The name of the function to update.
# @param deployment_package: The function code to update, packaged as bytes in
#
.zip format.
# @return: Data about the update, including the status.
def update_function_code(function_name, deployment_package)
@lambda_client.update_function_code(
function_name:,
zip_file: deployment_package
)
@lambda_client.wait_until(:function_updated_v2, { function_name: }) do |w|
w.max_attempts = 5
w.delay = 5
end
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error updating function code for: #{function_name}:
\n #{e.message}")
nil
rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
@logger.error("Failed waiting for #{function_name} to update:\n #{e.message}")
end

組み込みのペジネーターを使用して、既存のすべての Lambda 関数を一覧表示します。
# Lists the Lambda functions for the current account.
def list_functions
functions = []
@lambda_client.list_functions.each do |response|
response["functions"].each do |function|
functions.append(function["function_name"])
end
end
functions
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error executing #{function_name}:\n #{e.message}")
end
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特定の Lambda 関数を削除します。
# Deletes a Lambda function.
# @param function_name: The name of the function to delete.
def delete_function(function_name)
print "Deleting function: #{function_name}..."
@lambda_client.delete_function(
function_name:
)
print "Done!".green
rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
@logger.error("There was an error deleting #{function_name}:\n #{e.message}")
end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• CreateFunction
• DeleteFunction
• GetFunction
• 呼び出し
• ListFunctions
• UpdateFunctionCode
• UpdateFunctionConfiguration
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用した Lambda のクロスサービスの
例
次のサンプルアプリケーションでは、AWS SDK を使用して Lambda を他の AWS のサービス と組み合わ
せます。それぞれの例には、GitHub へのリンクがあり、アプリケーションを設定および実行する方法につ
いての説明を参照できます。
例
• COVID-19 データを追跡する API Gateway REST API を作成する (p. 884)
• 貸出ライブラリ REST API を作成する (p. 884)
• ステップ関数でメッセンジャーアプリケーションを作成する (p. 885)
• API Gateway で WebSocket チャットアプリケーションを作成する (p. 886)
• ブラウザからの Lambda 関数の呼び出し (p. 886)
• API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す (p. 887)
• Step Functions を使用して Lambda 関数を呼び出す (p. 888)
• スケジュールされたイベントを使用した Lambda 関数の呼び出し (p. 889)
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COVID-19 データを追跡する API Gateway REST API
を作成する
次のコード例は、架空のデータを使用して、米国の COVID-19 の日常的なケースを追跡するシステムをシ
ミュレートする REST API を作成する方法を示しています。
Python
SDK for Python (Boto3)
AWS SDK for Python (Boto3) で AWS Chalice を使用して Amazon API Gateway、AWS
Lambda、Amazon DynamoDB を使用するサーバーレス REST API を作成する方法を示していま
す。REST API は、架空のデータを使用して、米国の COVID-19 の日常的なケースを追跡するシ
ステムをシミュレートします。以下ではその方法を説明しています。
• API Gateway を介して送信される REST リクエストを処理するために呼び出される Lambda 関
数内のルートを、AWS Chalice を使って定義します。
• Lambda 関数を使用して、DynamoDB テーブルにデータを取得して保存し、REST リクエスト
を処理します。
• AWS CloudFormation テンプレート内のテーブル構造とセキュリティロールのリソースを定義
します。
• AWS Chalice と CloudFormation を使用して、必要なすべてのリソースをパッケージ化してデ
プロイします。
• CloudFormation を使用して、作成されたすべてのリソースをクリーンアップします。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• API Gateway
• AWS CloudFormation
• DynamoDB
• Lambda
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の完全なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

貸出ライブラリ REST API を作成する
以下のコード例は、Amazon Aurora データベースでバックアップされた REST API を使用して、常連客が
書籍の貸出と返却できる貸出ライブラリを作成する方法を示しています。
Python
SDK for Python (Boto3)
AWS SDK for Python (Boto3) を Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) API および
AWS Chalice で使用して、Amazon Aurora データベースに基づく REST API を作成する方法を示
します。Web サービスは完全にサーバーレスであり、常連客が本を借りたり返却したりできるシ
ンプルな貸し出しライブラリを表しています。以下ではその方法を説明しています。
• サーバーレス Aurora データベースクラスターを作成および管理します。
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• AWS Secrets Manager を使用してデータベース認証情報を管理します。
• Amazon RDS を使用してデータをデータベースに出し入れするデータストレージレイヤーを実
装します。
• AWS Chalice を使用して、サーバーレス REST API を Amazon API Gateway および AWS
Lambda にデプロイします。
• リクエストパッケージを使用して、Web サービスにリクエストを送信します。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• API Gateway
• Lambda
• Amazon RDS
• シークレットマネージャー
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

ステップ関数でメッセンジャーアプリケーションを作
成する
次のコード例は、データベーステーブルからメッセージレコードを取得する AWS Step Functions メッセ
ンジャーアプリケーションを作成する方法を示しています。
Python
SDK for Python (Boto3)
AWS SDK for Python (Boto3) を AWS Step Functions と使用して、Amazon DynamoDB テーブ
ルからメッセージレコードを取得し、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) で送信する
メッセンジャーアプリケーションを作成する方法を紹介します。ステートマシンは AWS Lambda
関数を使用して、データベースで未送信メッセージをスキャンします。
• Amazon DynamoDB テーブルからメッセージレコードを取得および更新するステートマシンを
作成します。
• ステートマシンの定義を更新して、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) にもメッ
セージを送信します。
• ステートマシンの実行を開始および停止します。
• サービス統合を使用して、ステートマシンから Lambda、DynamoDB、および Amazon SQS に
接続します。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
• Lambda
• Amazon SQS
• ステップ関数
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AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

API Gateway で WebSocket チャットアプリケーショ
ンを作成する
次のコード例は、Amazon API Gateway 上に構築された WebSocket API によって提供されるチャットアプ
リケーションを作成する方法を示しています。
Python
SDK for Python (Boto3)
AWS SDK for Python (Boto3) と Amazon API Gateway V2 を使用して、AWS Lambda や Amazon
DynamoDB と統合する WebSocket API を作成する方法を示します。
• API Gateway で提供される WebSocket API を作成します。
• DynamoDB に接続を保存し、他のチャット参加者にメッセージを投稿する Lambda ハンドラを
定義します。
• WebSocket チャットアプリケーションに接続し、WebSockets パッケージを使用してメッセー
ジを送信します。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• API Gateway
• DynamoDB
• Lambda
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の完全なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

ブラウザからの Lambda 関数の呼び出し
次のコード例は、ブラウザから AWS Lambda 関数を呼び出す方法を示しています。
JavaScript
SDK for JavaScript V2
Amazon DynamoDB のテーブルをユーザーの選択内容で更新する AWS Lambda 関数を使用し
た、ブラウザベースのアプリケーションを作成することができます。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
• Lambda
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SDK for JavaScript V3
Amazon DynamoDB のテーブルをユーザーの選択内容で更新する AWS Lambda 関数を使用し
た、ブラウザベースのアプリケーションを作成することができます。このアプリは AWS SDK for
JavaScript v3 を使用します。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
• Lambda
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の完全なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す
次のコード例は、Amazon API Gateway によって呼び出される AWS Lambda 関数の作成方法を示してい
ます。
Java
SDK for Java 2.x
Lambda Java ランタイム API を使用して AWS Lambda 関数を作成する方法を示します。こ
の例では、特定のユースケースを実行する異なる AWS サービスを呼び出します。この例で
は、Amazon API Gateway によって呼び出される Lambda 関数を作成する方法を示します。こ
の関数は、Amazon DynamoDB テーブルをスキャンして、Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) を使用して、従業員に年間の記念日を祝福するテキストメッセージを送信しま
す。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• API Gateway
• DynamoDB
• Lambda
• Amazon SNS
JavaScript
SDK for JavaScript V3
Lambda JavaScript ランタイム API を使用して AWS Lambda 関数を作成する方法を示します。
この例では、特定のユースケースを実行する異なる AWS サービスを呼び出します。この例で
は、Amazon API Gateway によって呼び出される Lambda 関数を作成する方法を示します。こ
の関数は、Amazon DynamoDB テーブルをスキャンして、Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) を使用して、従業員に年間の記念日を祝福するテキストメッセージを送信しま
す。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。
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この例は、AWS SDK for JavaScript v3 デベロッパーガイドでも使用できます。

この例で使用されているサービス
• API Gateway
• DynamoDB
• Lambda
• Amazon SNS
Python
SDK for Python (Boto3)
この例は、AWS Lambda 関数を対象とする Amazon API Gateway REST API を作成して使用する
方法を示しています。Lambda ハンドラーは、HTTP メソッドに基づいてルーティングする方法
を示します。クエリ文字列、ヘッダー、および本文からデータを取得する方法。そして、JSON
応答を返す方法。
• Lambda 関数をデプロイします。
• API ゲートウェイ REST API を作成します。
• Lambda 関数をターゲットとする REST リソースを作成します。
• API ゲートウェイに Lambda 関数を呼び出す権限を付与します。
• リクエストパッケージを使用して、REST API にリクエストを送信します。
• デモ中に作成されたすべてのリソースをクリーンアップします。
この例は GitHub で最もよく確認できます。完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順
については、GitHub で完全な例を参照してください。

この例で使用されているサービス
• API Gateway
• Lambda
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の完全なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

Step Functions を使用して Lambda 関数を呼び出す
次のコード例は、AWS Lambda 関数を順次呼び出す AWS Step Functions ステートマシンを作成する方法
を示しています。
Java
SDK for Java 2.x
AWS Step Functions と AWS SDK for Java 2.x を使用して AWS サーバーレスワークフローを作
成する方法を示します。各ワークフローステップは、AWS Lambda 関数を使用して実装されま
す。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
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• Lambda
• Amazon SES
• ステップ関数
JavaScript
SDK for JavaScript V3
AWS Step Functions と AWS SDK for JavaScript を使用して AWS サーバーレスワークフローを
作成する方法を示します。各ワークフローステップは、AWS Lambda 関数を使用して実装されま
す。
Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理サーバーなしでもコードを実行し、有効にす
るコンピューティングサービスです。Step Functions は、ビジネス上重要なアプリケーションを
構築するために Lambda 関数と他の AWS のサービスを組み合わせることができるサーバーレス
オーケストレーションサービスです。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。
この例は、AWS SDK for JavaScript v3 デベロッパーガイドでも使用できます。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
• Lambda
• Amazon SES
• ステップ関数
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

スケジュールされたイベントを使用した Lambda 関数
の呼び出し
次のコード例は、Amazon EventBridge スケジュールイベントによって呼び出される AWS Lambda 関数を
作成する方法を示しています。
Java
SDK for Java 2.x
AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge スケジュールイベントを作成する方法を示
します。cron 式を使用して Lambda 関数が呼び出されるタイミングをスケジュールするように
EventBridge を設定します。この例では、Lambda Java ランタイム API を使用して Lambda 関数
を作成します。この例では、特定のユースケースを実行する異なる AWS サービスを呼び出しま
す。この例では、年間の記念日に従業員を祝福するモバイルテキストメッセージを従業員に送信
するアプリを作成する方法を示します。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
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スケジュールされたイベントを
使用した Lambda 関数の呼び出し

• EventBridge
• Lambda
• Amazon SNS
JavaScript
SDK for JavaScript V3
AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge スケジュールイベントを作成する方法を示
します。cron 式を使用して Lambda 関数が呼び出されるタイミングをスケジュールするように
EventBridge を設定します。この例では、Lambda JavaScript ランタイム API を使用して Lambda
関数を作成します。この例では、特定のユースケースを実行する異なる AWS サービスを呼び出
します。この例では、年間の記念日に従業員を祝福するモバイルテキストメッセージを従業員に
送信するアプリを作成する方法を示します。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。
この例は、AWS SDK for JavaScript v3 デベロッパーガイドでも使用できます。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
• EventBridge
• Lambda
• Amazon SNS
Python
SDK for Python (Boto3)
以下の例では、スケジュールした Amazon EventBridge イベントのターゲットとして、AWS
Lambda 関数を登録する方法を示しています。Lambda ハンドラーは、後で取得するために
Amazon CloudWatch Logs にわかりやすいメッセージと完全なイベントデータを書き込みます。
• Lambda 関数をデプロイします。
• EventBridge スケジュールイベントを作成し、Lambda 関数をターゲットにします。
• EventBridge に Lambda 関数を呼び出す許可を付与します
• CloudWatch Logs から最新のデータを出力して、スケジュールされた呼び出しの結果を表示し
ています。
• デモ中に作成されたすべてのリソースをクリーンアップします。
この例は GitHub で最もよく確認できます。完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順
については、GitHub で完全な例を参照してください。

この例で使用されているサービス
• CloudWatch Logs
• EventBridge
• Lambda
AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の完全なリストについては、「AWS SDK での Lambda を使用
する (p. 821)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。
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AWS Lambda リリース
次の表は、AWS Lambda 開発者ガイドに対する 2018 年 5 月以降の重要な変更点をまとめたものです。こ
のドキュメントの更新に関する通知については、「RSS フィード」にサブスクライブできます。
変更

説明

日付

lambda:SourceFunctionArn 条件
キー

lambda:SourceFunctionArn
条件キーは、AWS リソース
対するアクセスを、Lambda
関数の ARN に基づきフィ
ルタリングします。詳細に
ついては、「Working with
Lambda execution environment
credentials」(Lambda実行環境の
認証情報の使用) を参照してくだ
さい。

2022 年 7 月 1 日

Node.js 16 ランタイム

Lambda で、Node.js 16 の新しい 2022 年 5 月 11 日
ランタイムがサポートされるよ
うになりました。Node.js 16 は
Amazon Linux 2 を使用していま
す。詳細については、「Node.js
による Lambda 関数のビルド」
を参照してください。

Lambda 関数 URL

Lambda において、関数専用の
HTTP(S) エンドポイントを指定
するために、関数 URL を使用
できるようになりました。詳細
については、「Lambda function
URLs」(Lambda 関数URL) を参
照してください。

AWS Lambda コンソール上で共
有されたテストイベント

Lambda で、同じ AWS アカウン 2022 年 3 月 16 日
ト 内にある他の IAM ユーザーと
の、テストイベントの共有がサ
ポートされました。詳細につい
ては、「コンソールでの Lambda
関数のテスト」を参照してくださ
い。

リソースベースのポリシー内の
PrincipalOrgId

Lambda で、AWS Organizations 2022 年 3 月 11 日
内にある組織にアクセス許可を付
与できるようになりました。詳細
については、「AWS Lambda の
リソースベースのポリシーを使用
する」を参照してください。

.NET 6 ランタイム

Lambda で、.NET 6 向けの新
2022 年 2 月 23 日
しいランタイムのサポートを開
始しました。詳細については、
「Lambda ランタイム」を参照し
てください。
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Kinesis、DynamoDB、および
Amazon SQS イベントソースで
のイベントフィルタリング

Lambda
2021 年 11 月 24 日
で、Kinesis、DynamoDB、およ
び Amazon SQS のイベントソー
スに対する、イベントフィルタリ
ングがサポートされました。詳細
については、「Lambda のイベン
トフィルタリング」を参照してく
ださい。

Amazon MSK とセルフマネージ
ド Apache Kafka イベントソース
の mTLS 認証

Lambda が Amazon MSK とセル 2021 年 11 月 19 日
フマネージド Apache Kafka イ
ベントソースの mTLS 認証をサ
ポートするようになりました。詳
細については、「Amazon MSK
で Lambda を使用する」を参照
してください。

Graviton2 のLambda

Lambda は arm64 アーキテク
2021 年 9 月 29 日
チャを使用する関数で Graviton2
をサポートするようになりまし
た。詳細については、Lambda 命
令セットアーキテクチャを参照し
てください。

Python 3.9 ランタイム

Lambda では、Python 3.9 の新
2021 年 8 月 16 日
しいランタイムのサポートを開
始しました。詳細については、
「Lambda ランタイム」を参照し
てください。

Node.js、Python、および Java
向けの新しいランタイムバー
ジョン

Node.js、Python、および Java
2021 年 7 月 21 日
の新しいランタイムバージョンを
利用できます。詳細については、
「Lambda ランタイム」を参照し
てください。

Lambda でのイベントソースとし Lambda は、イベントソース
2021 年 7 月 7 日
ての RabbitMQ のサポート
として RabbitMQ の Amazon
MQ のサポートを開始しまし
た。Amazon MQ はクラウド内の
メッセージブローカーを容易に
設定および運用できる、Apache
ActiveMQ および RabbitMQ 向け
のマネージドメッセージブロー
カーサービスです。詳細について
は、「Amazon MQ で Lambda を
使用する」を参照してください。
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Lambda のセルフマネージド
Kafka 向けの SASL/PLAIN 認証

SASL/PLAIN は、Lambda のセ
2021 年 6 月 29 日
ルフマネージド Kafka イベント
ソースをサポートする認証メカニ
ズムになりました。セルフマネー
ジド Kafka クラスターで SASL/
PLAIN を既に使用しているお客
様は、Lambda を使用して、認
証方法を変更することなく、コ
ンシューマーアプリケーション
を簡単に構築できるようになり
ました。詳細については、「セ
ルフマネージド Apache Kafka で
Lambda を使用する」を参照して
ください。

Lambda の拡張 API

Lambda 拡張機能の一般的な可用 2021 年 5 月 24 日
性。拡張機能を使用して Lambda
関数を補強できます。Lambda
パートナーが提供する拡張機能を
使用することも、独自の Lambda
拡張機能を作成することもできま
す。詳細については、「Lambda
拡張機能 API」を参照してくださ
い。

Lambda コンソールの新しい操作 Lambda コンソールが再設計さ
2021 年 3 月 2 日
機能 (p. 891)
れ、パフォーマンスと一貫性が向
上しました。
Node.js 14 ランタイム

Lambda は、Node.js 14 の新しい 2021 年 1 月 27 日
ランタイムのサポートを開始し
ました。Node.js 14 は Amazon
Linux 2 を使用します。詳細に
ついては、「Node.js による
Lambda 関数のビルド」を参照し
てください。

Lambda のコンテナイメージ

Lambda は、コンテナイメージと 2020 年 12 月 1 日
して定義された関数のサポートを
開始しました。Lambda に備わっ
た、アプリケーションを構築す
る上での俊敏性と運用のシンプ
ルさに、コンテナツールの柔軟性
が加わります。詳細については、
「Lambda でコンテナイメージを
使用する」を参照してください。
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Lambda 関数のコード署名

Lambda が、コード署名のサポー 2020 年 11 月 23 日
トを開始しました。管理者は
Lambda 関数を設定することで、
デプロイの際に署名付きコード
のみを受け入れることができま
す。この署名は、Lambda により
チェックされ、コードが変更ま
たは改ざんされていないことが
確認されます。さらに、コードが
信頼できるデベロッパーにより署
名されていることも、デプロイを
受け入れる前に Lambda により
確認されます。詳細については、
「Lambda のコード署名の設定」
を参照してください。

プレビュー: Lambda ランタイム
ログ API

Lambda が、ランタイムログ
2020 年 11 月 12 日
API のサポートを開始しまし
た。Lambda 拡張機能はログ API
を使用して、実行環境でログス
トリーミングをサブスクライブ
することができます。詳細につい
ては、「Lambda ランタイムログ
API 」を参照してください。

Amazon MQ 用の新しいイベント
ソース

Lambda が、イベントソースと
2020 年 11 月 5 日
して Amazon MQ のサポートを
開始しました。Lambda 関数を使
用して、Amazon MQ メッセージ
ブローカーからのレコードを処
理できます。詳細については、
「Amazon MQ で Lambda を使用
する」を参照してください。

プレビュー: Lambda の拡張 API

Lambda 拡張機能を使用し
2020 年 10 月 8 日
て、Lambda 関数を補強できま
す。Lambda パートナーが提供す
る拡張機能を使用することも、独
自の Lambda 拡張機能を作成す
ることもできます。詳細について
は、「Lambda 拡張機能 API」を
参照してください。

AL2 での Java 8 およびカスタム
ランタイムのサポート

Lambda が Amazon Linux 2 で
2020 年 8 月 12 日
Java 8 およびカスタムランタイ
ムのサポートを開始しました。詳
細については、「Lambda ランタ
イム」を参照してください。

Amazon Managed Streaming for
Apache Kafka 用の新しいイベン
トソース

Lambda が、イベントソースと
して Amazon MSK のサポートを
開始しました。Amazon MSK で
Lambda 関数を使用して、Kafka
トピックのレコードを処理しま
す。詳細については、「Amazon
MSK で Lambda を使用する」を
参照してください。
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Amazon VPC 設定用の IAM 条件
キー

VPC 設定で Lambda 固有の条件 2020 年 8 月 10 日
キーを使用できるようになりま
した。例えば、組織内のすべての
関数を VPC に接続するように要
求できます。また、関数のユー
ザーに対して使用を許可または拒
否するサブネットとセキュリティ
グループを指定することもできま
す。詳細については、「IAM 関
数用の VPC の設定」を参照して
ください。

Kinesis HTTP/2 ストリームコン
シューマーの同時実行設定

拡張ファンアウト (HTTP/2
2020 年 7 月 7 日
ストリーム) を使用する
Kinesis コンシューマーに対し
て、ParallelizationFactor、MaximumRetryAttempts、MaximumRecordAgeInSecond
の同時実行設定を使用できるよ
うになりました。詳細について
は、「Amazon Kinesis でAWS
Lambdaを使用する」を参照して
ください。

Kinesis HTTP/2 ストリームコン
シューマー用のバッチウィンド
ウ

HTTP/2 ストリーム
2020 年 6 月 18 日
のバッチウィンドウ
(MaximumBatchingWindowInSeconds)
を設定できるようになりまし
た。Lambda は完全なバッチを
収集するまで、またはバッチ
ウィンドウの期限が切れるま
で、ストリーミングからレコー
ドを読み取ります。詳細につい
ては、「Amazon Kinesis でAWS
Lambdaを使用する」を参照して
ください。

Amazon EFS ファイルシステム
のサポート

Amazon EFS ファイルシステム
2020 年 6 月 16 日
を Lambda 関数に接続して、共
有ネットワークファイルにアク
セスできるようになりました。
詳細については、「Lambda 関数
のファイルシステムアクセスの設
定」を参照してください。

Lambda コンソールでの AWS
CDK サンプルアプリケーション

Lambda コンソールに TypeScript 2020 年 6 月 1 日
の AWS Cloud Development Kit
(AWS CDK) を使用するサンプ
ルアプリケーションが含まれる
ようになりました。AWS CDK
は、TypeScript、Python、Java、
または .NET でアプリケーション
リソースを定義するためのフレー
ムワークです。アプリケーショ
ン作成のチュートリアルについて
は、「Lambda コンソールでの継
続的デリバリーによるアプリケー
ションの作成」を参照してくださ
い。

895

AWS Lambda デベロッパーガイド

AWS Lambda での .NET Core
3.1.0 ランタイムのサポート

AWS Lambda は .NET Core 3.1.0 2020 年 3 月 31 日
ランタイムをサポートするように
なりました。詳細については、「
.NET Core CLI」を参照してくだ
さい。

API Gateway HTTP API のサポー API Gateway で Lambda を使
2020 年 3 月 23 日
ト
用する (HTTP API のサポー
トを含む) ドキュメントを更
新および拡張しました。AWS
CloudFormation で API と関数を
作成するサンプルアプリケーショ
ンを追加しました。詳細について
は、「Amazon API Gateway で
Lambda を使用する」を参照して
ください。
Ruby 2.7

新しいランタイムが Ruby
2.7、ruby2.7 で利用可能になり
ました。これは、Amazon Linux
2 を使用する最初の Ruby ラン
タイムです。詳細については、
「Ruby による Lambda 関数のビ
ルド」を参照してください。

2020 年 2 月 19 日

同時実行に関するメトリクス

Lambda は、すべての関数、
エイリアス、バージョンの
ConcurrentExecutions メ
トリクスのレポートを開始し
ました。このメトリクスのグ
ラフは、関数のモニタリング
ページで表示できます。以前
は、ConcurrentExecutions
は、アカウントレベルでのみ報
告され、予約された同時実行を
使用する関数に対してのみ報告
されていました。詳細について
は、「AWS Lambda 関数メトリ
クス」を参照してください。

2020 年 2 月 18 日
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関数のステータスに関する更新

関数の状態は、すべての関数に
2020 年 1 月 24 日
デフォルトで適用されるように
なりました。関数を VPC に接続
すると、Lambda は共有 Elastic
Network Interface を作成しま
す。これにより、追加のネット
ワークインターフェイスを作成す
ることなく、関数のスケールアッ
プができます。この間は、設定の
更新やバージョンの発行など、関
数に対する追加のオペレーション
は実行できません。場合によって
は、呼び出しも影響を受けます。
関数の現在の状態に関する詳細
は、Lambda API から入手できま
す。
この更新は、段階的にリリー
スされます。詳細について
は、AWS コンピューティングブ
ログの「Updated Lambda states
lifecycle for VPC networking」を
参照してください。状態の詳細に
ついては、「AWS Lambda 関数
の状態」を参照してください。

関数設定 API 出力に関する更新

VPC に接続する関数
2020 年 1 月 20 日
の StateReasonCode
(InvalidSubnet、InvalidSecurityGroup)
および
LastUpdateStatusReasonCode
(SubnetOutOfIPAddresses、InvalidSubnet、InvalidSecurityGroup)
に理由コードを追加しました。
状態の詳細については、「AWS
Lambda 関数の状態」を参照して
ください。

プロビジョニングされた同時実
行数

プロビジョニングされた同時実
2019 年 12 月 3 日
行数を関数バージョンまたはエ
イリアスに割り当てることができ
るようになりました。プロビジョ
ニングされた同時実行数により、
レイテンシーの変動なしに関数を
拡張できます。詳細については、
「Lambda 関数の同時実行数の管
理」を参照してください。

データベースプロキシ作成

Lambda コンソールを使用し
2019 年 12 月 3 日
て、Lambda 関数のデータベース
プロキシを作成できるようになり
ました。データベースプロキシを
使用すると、データベース接続を
使い果たすことなく、関数の同時
実行レベルを上げることができま
す。詳細については、「Lambda
関数のデータベースアクセスの設
定」を参照してください。
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期間メトリクスでのパーセンタ
イルのサポート

パーセンタイルに基づいて期間
2019 年 11 月 26 日
メトリクスをフィルタ処理でき
るようになりました。詳細につい
ては、「AWS Lambda メトリク
ス」を参照してください。

ストリームイベントソースにお
ける同時実行数の増加

DynamoDB Streams と Kinesis
2019 年 11 月 25 日
ストリームのイベントソースマッ
ピングの新しいオプションによ
り、各シャードの複数のバッチを
一度に処理できます。シャードご
との同時バッチの数を増やすと、
関数の同時実行数はストリームの
シャード数の最大 10 倍になる場
合があります。詳細については、
「Lambda イベントソースマッピ
ング」を参照してください。

関数ステータス

関数を作成または更新すると、そ 2019 年 11 月 25 日
の関数をサポートするリソースが
Lambda によってプロビジョニン
グされている間、その関数は保留
状態になります。関数を VPC に
接続すると、Lambda は、関数が
呼び出されたときにネットワー
クインターフェースを作成せず
に、すぐに共有 Elastic Network
Interface を作成できます。その
結果、VPC に接続された関数の
パフォーマンスが向上しますが、
オートメーションの更新が必要に
なる場合があります。詳細につい
ては、「AWS Lambda 関数の状
態」を参照してください。

非同期呼び出しでのエラー処理
オプション

非同期呼び出しに新しい設定オプ 2019 年 11 月 25 日
ションを使用できるようになりま
した。Lambda の再試行の制限、
最大イベント有効期間を設定でき
ます。詳細については、「非同期
呼び出しのエラー処理の設定」を
参照してください。
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ストリームイベントソースでの
エラー処理

ストリームから読み取るイベン
2019 年 11 月 25 日
トソースマッピングに新しい設定
オプションを使用できるようにな
りました。DynamoDB Streams
と Kinesis ストリームのイベント
ソースマッピングを設定して再試
行を制限し、最大レコード有効期
間を設定できます。エラーが発生
した場合は、再試行する前にバッ
チを分割し、失敗したバッチの呼
び出しレコードをキューまたはト
ピックに送信するように、イベン
トソースマッピングを設定できま
す。詳細については、「Lambda
イベントソースマッピング」を参
照してください。

非同期呼び出しの送信先

非同期呼び出しのレコードを
2019 年 11 月 25 日
別のサービスに送信するよう
に、Lambda を設定できるように
なりました。呼び出しレコード
には、イベント、コンテキスト、
関数のレスポンスに関する詳細
が含まれます。呼び出しレコー
ドを SQS キュー、SNS トピッ
ク、Lambda 関数、EventBridge
イベントバスに送信できます。詳
細については、「非同期呼び出し
の送信先の設定」を参照してくだ
さい。

Node.js、Python、および Java
向けの新しいランタイム

新しいランタイムが Node.js
2019 年 11 月 18 日
12、Python 3.8、および Java 11
で利用できます。詳細について
は、「Lambda ランタイム」を参
照してください。

Amazon SQS イベントソースで
の FIFO キューのサポート

FIFO (先入れ先出し) キューから 2019 年 11 月 18 日
読み取るイベントソースマッピ
ングを作成できるようになりま
した。以前は、標準キューのみ
がサポートされていました。詳細
については、「Amazon SQS で
Lambda を使用する」を参照して
ください。

Lambda コンソールを使用したア Lambda コンソールでのアプリ
2019 年 10 月 31 日
プリケーションの作成
ケーションの作成が正式リリー
スされました。手順については、
「Lambda コンソールでの継続的
デリバリーによるアプリケーショ
ンの作成」を参照してください。
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Lambda コンソールを使用したア Lambda コンソールの統合された 2019 年 10 月 3 日
プリケーションの作成 (ベータ)
継続的デリバリーパイプライン
を使用して、Lambda アプリケー
ションを作成できるようになり
ました。コンソールには、独自
のプロジェクトの開始点として使
用できるサンプルアプリケーショ
ンが用意されています。ソース
管理のために AWS CodeCommit
と GitHub のいずれかを選択しま
す。変更をリポジトリにプッシュ
するたびに、含まれているパイ
プラインによって変更が自動的に
ビルドおよびデプロイされます。
手順については、「Lambda コン
ソールでの継続的デリバリーによ
るアプリケーションの作成」を参
照してください。
VPC 接続された関数におけるパ
フォーマンスの向上

Lambda で、Virtual Private Cloud 2019 年 9 月 3 日
(VPC) サブネットのすべての関
数で共有される新しいタイプの
Elastic Network Interface が使用
されるようになりました。関数
を VPC に接続すると、Lambda
は選択したセキュリティグルー
プとサブネットの組み合わせご
とにネットワークインターフェイ
スを作成します。共有ネットワー
クインターフェイスが利用可能
になると、関数のスケールアップ
時に追加のネットワークインター
フェイスを作成する必要がなくな
ります。これにより、起動時間が
大幅に短縮されます。詳細につい
ては、「VPC 内のリソースにア
クセスできるように Lambda 関
数を設定する」を参照してくださ
い。

ストリームバッチ設定

Amazon DynamoDB と Amazon
2019 年 8 月 29 日
Kinesis イベントソースマッピン
グのバッチウィンドウを設定でき
るようになりました。バッチ全体
が使用可能になるまで受信レコー
ドをバッファするように、最大 5
分のバッチウィンドウを設定しま
す。これにより、ストリームがア
クティブでない場合に関数が呼び
出される回数が減ります。
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CloudWatch Logs Insights の統合 Lambda コンソールのモニタリン 2019 年 6 月 18 日
グページに Amazon CloudWatch
Logs Insights からのレポートが
含まれるようになりました。詳細
については、「AWS Lambda コ
ンソールで関数をモニタリングす
る」を参照してください。
Amazon Linux 2018.03

Lambda の実行環境が Amazon
2019 年 5 月 21 日
Linux 2018.03 を使用するように
更新されています。詳細について
は、「実行環境」を参照してくだ
さい。

Node.js 10

Node.js 10、nodejs10.x 用の新し 2019 年 5 月 13 日
いランタイムが利用可能になりま
した。このランタイムは Node.js
10.15 を使用し、最新のポイント
リリースの Node.js 10 で定期的
に更新されます。また、Node.js
10 は Amazon Linux 2 を使用す
る最初のランタイムです。詳細
については、「Node.js による
Lambda 関数のビルド」を参照し
てください。

GetLayerVersionByArn API

GetLayerVersionByArn API を
2019 年 4 月 25 日
使用して、バージョン ARN を
入力としたレイヤーバージョ
ン情報をダウンロードしま
す。GetLayerVersion と比較する
と、解析してレイヤー名および
バージョン番号を取得する代わり
に、GetLayerVersionByArn では
ARN を直接使用することができ
ます。

Ruby

AWS Lambda で新しいランタイ 2018 年 11 月 29 日
ムの Ruby 2.5 がサポートされる
ようになりました。詳細について
は、「Ruby による Lambda 関数
のビルド」を参照してください。

レイヤー

Lambda レイヤーにより、ライブ 2018 年 11 月 29 日
ラリ、カスタムランタイム、そ
の他の依存関係を、関数コード
とは別にパッケージ化してデプロ
イすることができます。レイヤー
を他のアカウント、または世界の
すべてのユーザーと共有します。
詳細については、「Lambda レイ
ヤー」を参照してください。
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カスタムランタイム

カスタムランタイムを構築して、 2018 年 11 月 29 日
任意のプログラミング言語で
Lambda 関数を実行します。詳細
については、「カスタム Lambda
ランタイム」を参照してくださ
い。

Application Load Balancer のトリ Elastic Load Balancing
2018 年 11 月 29 日
ガー
は、Application Load Balancer
のターゲットとして Lambda 関
数のサポートを開始しました。
詳細については、「Application
Load Balancer で Lambda を使用
する」を参照してください。
Kinesis HTTP/2 ストリームコン
シューマーのトリガーとしての
使用

Kinesis HTTP/2 データストリー
ムコンシューマーを使用してイ
ベントを AWS Lambda に送信で
きます。ストリームコンシュー
マーは、各シャードの専用の読
み取りスループットをデータス
トリーム内に配置し、HTTP/2 を
使用してレイテンシーを最小限
に抑えています。詳細について
は、「Kinesis で Lambda を使用
する」を参照してください。

Python 3.7

AWS Lambda で新しいランタ
2018 年 11 月 19 日
イムの Python 3.7 がサポートさ
れるようになりました。詳細に
ついては、「Python を使用した
Lambda 関数のビルド」を参照し
てください。

非同期の関数呼び出しにおける
ペイロード制限の引き上げ

非同期呼び出しの最大ペイロード 2018 年 11 月 16 日
サイズが 128 KB から 256 KB に
増加し、Amazon SNS トリガー
からの最大メッセージサイズと
一致しました。詳細については、
「Lambda のクォータ」を参照し
てください。

AWS GovCloud (米国東部) リー
ジョン

AWS Lambda が AWS GovCloud 2018 年 11 月 12 日
(米国東部) リージョンで利用でき
るようになりました。

別のデベロッパーガイドへの
AWS SAM トピックの移動

多数のトピックが、AWS
2018 年 10 月 25 日
Serverless Application Model
(AWS SAM) を使用したサーバー
レスアプリケーションの構築に
重点を置いていました。これらの
トピックは、「AWS Serverless
Application Model デベロッパー
ガイド」に移動されました。
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コンソールでの Lambda アプリ
ケーションの表示

Lambda アプリケーションの
2018 年 10 月 11 日
ステータスは、Lambda コン
ソールの [Applications (アプリ
ケーション)] ページで確認でき
ます。このページには、 AWS
CloudFormation スタックのス
テータスが表示されます。ここ
には、スタックのリソースに関す
る情報を表示できるページへのリ
ンクが含まれています。また、ア
プリケーションのメトリクス集約
を表示し、カスタムモニタリング
ダッシュボードを作成することも
できます。

関数実行のタイムアウト制限

長時間実行される関数を許可す
2018 年 10 月 10 日
ると、設定可能な最大実行タイ
ムアウトは 5 分から 15 分以内に
増加します。詳細については、
「Lambda の制限事項」を参照し
てください。

AWS Lambda における
PowerShell Core 言語のサポート

AWS Lambda では PowerShell
2018 年 9 月 11 日
Core 言語をサポートするように
なりました。詳細については、
「PowerShell で Lambda 関数の
作成用モデルをプログラミングす
る」を参照してください。

AWS Lambda における .NET
AWS Lambda は .NET Core 2.1.0 2018 年 7 月 9 日
Core 2.1.0 ランタイムのサポート ランタイムをサポートするよう
になりました。詳細については、
「.NET Core CLI」を参照してく
ださい。
更新を RSS で今すぐ入手可能

RSS フィードを購読して、この
2018 年 7 月 5 日
ガイドのリリースをフォローでき
るようになりました。

イベントソースとしての Amazon AWS Lambda は、イベントソー 2018 年 28 月 6 日
SQS のサポート
スとして Amazon Simple Queue
Service (Amazon SQS) のサポー
トを開始しました。詳細について
は、「Lambda 関数の呼び出し」
を参照してください。
中国 (寧夏) リージョン

AWS Lambda が中国 (寧夏) リー 2018 年 28 月 6 日
ジョンで利用可能になりまし
た。Lambda リージョンとエ
ンドポイントの詳細について
は、AWS 全般のリファレンスの
「リージョンとエンドポイント」
を参照してください。
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以前の更新
次の表に、2018 年 6 月以前の AWS Lambda 開発者ガイドの各リリースにおける重要な変更点を示しま
す。
変更

説明

日付

Node.js ランタイム 8.10
ランタイムのサポート

AWS Lambda で Node.js ランタイムバージョン 8.10 がサポー
トされるようになりました。詳細については、「」を参照して
くださいNode.js による Lambda 関数の構築 (p. 291)

2018 年 4
月2日

関数およびエイリアスリ
ビジョン ID

AWS Lambda が関数バージョンおよびエイリアスのリビジョン 2018 年 1
ID をサポートするようになりました。この ID を使用して、関
月 25 日
数バージョンあるいはエイリアスリソースを更新するときに、
条件付き更新を追跡して適用できます。

Go と .NET 2.0 における AWS Lambda に Go と .NET 2.0 のランタイムへのサポート
ランタイムのサポート
が追加されました。詳細については、「Go による Lambda
関数の構築 (p. 431)」および「C# による Lambda 関数の構
築 (p. 461)」を参照してください。

2018 年 1
月 15 日

コンソールの再設計

AWS Lambda で新しい Lambda コンソールを導入し、エクス
ペリエンスを簡素化しました。また、Cloud9 Code Editor を追
加して、関数コードのデバッグと修正の機能を強化しました。
詳細については、「コンソールエディタを使用したコードの編
集 (p. 39)」を参照してください。

2017 年 11
月 30 日

個々の関数に対する同時
実行数の制限の設定

AWS Lambda で、個々の関数に対して同時実行数の制限を設定 2017 年 11
できるようになりました。詳細については、「Lambda の予約 月 30 日
済み同時実行数の管理 (p. 186)」を参照してください。

エイリアスによるトラ
フィックの移行

AWS Lambda で、エイリアスによるトラフィックの移行がサ
ポートされるようになりました。詳細については、「Lambda
関数のローリングデプロイ (p. 794)」を参照してください。

コードの段階的なデプロ
イ

AWS Lambda で、Code Deploy を活用し、Lambda 関数の新し 2017 年 11
いバージョンを安全にデプロイできるようになりました。詳細 月 28 日
については、「コードの段階的なデプロイ」を参照してくださ
い。

中国 (北京) リージョン

AWS Lambda が中国 (北京) リージョンで利用可能になりま
した。Lambda リージョンとエンドポイントの詳細について
は、AWS 全般のリファレンスの「リージョンとエンドポイン
ト」を参照してください。

2017 年 11
月9日

SAM Local の紹介

AWS Lambda で SAM Local (SAM CLI に名称変更) を導入し
ました。これは AWS CLI ツールであり、サーバーレスアプリ
ケーションを Lambda ランタイムにアップロードする前にロー
カルで開発、テスト、分析するための環境を提供します。詳細
については、「サーバーレスアプリケーションのテストとデ
バッグ」を参照してください。

2017 年 8
月 11 日

カナダ (中部) リージョ
ン

AWS Lambda は、カナダ (中部) リージョンで使用可能になり
ました。Lambda リージョンとエンドポイントの詳細について
は、AWS 全般のリファレンスの「リージョンとエンドポイン
ト」を参照してください。

2017 年 6
月 22 日
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変更

説明

日付

南米 (サンパウロ) リー
ジョン

AWS Lambda が南米 (サンパウロ) リージョンで利用可能にな
りました。Lambda リージョンとエンドポイントの詳細につい
ては、AWS 全般のリファレンスの「リージョンとエンドポイ
ント」を参照してください。

2017 年 6
月6日

AWS Lambda では が
サポートされていま
す。AWS X-Ray

Lambda に X-Ray のサポートが導入されました。これにより
Lambda アプリケーションでパフォーマンスの問題を検出、分
析、最適化できます。詳細については、「AWS X-Ray で AWS
Lambda を使用する (p. 731)」を参照してください。

2017 年 4
月 19 日

アジアパシフィック (ム
ンバイ) リージョン

AWS Lambda がアジアパシフィック (ムンバイ) リージョンで
利用可能になりました。Lambda リージョンとエンドポイント
の詳細については、AWS 全般のリファレンスの「リージョン
とエンドポイント」を参照してください。

2017 年 3
月 28 日

AWS Lambda で Node.js AWS Lambda に Node.js ランタイム v6.10 のサポートが追加さ 2017 年 3
ランタイム v6.10 がサ
れました。詳細については、「」を参照してくださいNode.js
月 22 日
ポートされるようになり による Lambda 関数の構築 (p. 291)
ました。
欧州 (ロンドン) リー
ジョン

AWS Lambda が欧州 (ロンドン) リージョンで利用可能になり
ました。Lambda リージョンとエンドポイントの詳細について
は、AWS 全般のリファレンスの「リージョンとエンドポイン
ト」を参照してください。

2017 年 2
月1日

AWS Lambda で
の .NET ランタイ
ム、Lambda@Edge (プ
レビュー)、デッドレ
ターキュー、サーバー
レスアプリケーションの
自動デプロイメントのサ
ポート。

AWS Lambda に C# のサポートが追加されました。詳細につい 2016 年 12
ては、「C# による Lambda 関数の構築 (p. 461)」を参照してく 月 3 日
ださい。

サポートされているイ
ベントソースとして
Amazon Lex が AWS
Lambda に追加されまし
た。

Lambda および Amazon Lex を使用して、Slack や Facebook
などの各種サービス用にチャットボットをすばやく構築できま
す。詳細については、「Amazon Lex で AWS Lambda を使用
する (p. 649)」を参照してください。

2016 年 11
月 30 日

米国西部 (北カリフォル
ニア) リージョン

AWS Lambda が米国西部 (北カリフォルニア) リージョンで利
用可能になりました。Lambda リージョンとエンドポイントの
詳細については、AWS 全般のリファレンスの「リージョンと
エンドポイント」を参照してください。

2016 年 11
月 21 日

Lambda@Edge では、CloudFront イベントに応じて、AWS
エッジロケーションで Lambda 関数を実行することができま
す。詳細については、「CloudFront Lambda@Edge での AWS
Lambda の使用 (p. 557)」を参照してください。
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変更

説明

日付

Lambda ベースのアプリ
ケーションを作成および
デプロイし、Lambda 関
数設定用の環境変数を
使用するための、AWS
SAM を導入しました。

AWS SAM: AWS SAM を使用して、サーバーレスアプリケー
ション内でリソースを表現するための構文を定義できるように
なりました。アプリケーションをデプロイするには、必要なリ
ソースを、AWS CloudFormation テンプレートファイル (JSON
または YAML で記述された) の関連するアクセス許可ポリシー
と共にアプリケーションの一部として指定します。デプロイ
アーティファクトをパッケージ化し、テンプレートをデプロ
イします。詳細については、「AWS Lambda アプリケーショ
ン (p. 780)」を参照してください。

2016 年 11
月 18 日

環境変数: 環境変数を使用して、関数コード以外の Lambda 関
数の設定を指定できます。詳細については、「AWS Lambda 環
境変数の使用 (p. 172)」を参照してください。
アジアパシフィック (ソ
ウル) リージョン

AWS Lambda がアジアパシフィック (ソウル) リージョンで利
用可能になりました。Lambda リージョンとエンドポイントの
詳細については、AWS 全般のリファレンスの「リージョンと
エンドポイント」を参照してください。

2016 年 8
月 29 日

アジアパシフィック (シ
ドニー) リージョン

Lambda がアジアパシフィック (シドニー) リージョンで利用可
能になりました。Lambda リージョンとエンドポイントの詳細
については、AWS 全般のリファレンスの「リージョンとエン
ドポイント」を参照してください。

2016 年 6
月 23 日

Lambda コンソールの更
新

Lambda コンソールが更新され、ロール作成プロセスが簡単に
なりました。詳細については、「コンソールで Lambda の関数
の作成 (p. 8)」を参照してください。

2016 年 6
月 23 日

AWS Lambda で Node.js AWS Lambda に Node.js ランタイム v4.3 のサポートが追加さ
ランタイム v4.3 がサ
れました。詳細については、「Node.js による Lambda 関数の
ポートされるようになり 構築 (p. 291)」を参照してください。
ました。

2016 年 4
月 07 日

欧州 (フランクフルト)
リージョン

Lambda が欧州 (フランクフルト) リージョンで利用可能になり
ました。Lambda リージョンとエンドポイントの詳細について
は、AWS 全般のリファレンスの「リージョンとエンドポイン
ト」を参照してください。

2016 年 3
月 14 日

VPC サポート

VPC 内のリソースにアクセスできるよう Lambda 関数を
設定できるようになりました。詳詳細については、「VPC
内のリソースにアクセスするように Lambda 関数を設定す
る (p. 197)」を参照してください。

2016 年 2
月 11 日

Lambda ランタイムが更
新されました。

実行環境 (p. 84)が更新されました。

2015 年 11
月4日
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変更

説明

日付

バージョニングサポー
ト、Lambdafunctions
の開発コード用の
Python、スケジュールさ
れたイベント、実行時間
の増加

Python を使用した Lambda 関数コードの開発が可能になり
ました。詳細については、「Python による Lambda 関数の構
築 (p. 333)」を参照してください。

2015 年 10
月 08 日

バージョニング: Lambda 関数の複数のバージョンを維持できま
す。バージョニング機能を使用して、異なる環境 (たとえば、
開発、テスト、本稼働) で実行される Lambda 関数のバージョ
ンを制御できます。詳細については、「Lambda 関数のバー
ジョン (p. 179)」を参照してください。
スケジュールされているイベント: Lambda コンソールを使用し
て、スケジュールに基づいて定期的にコードを呼び出すように
Lambda を設定できます。固定の間隔を指定する (時間、日、
曜日の数字) ことも、Cron 式を指定することもできます。例
については、「Amazon EventBridge (CloudWatch Events) で
AWS Lambdaを使用する (p. 548)」を参照してください。
実行時間の増加: Lambda 関数の実行時間を最長 5 分までセッ
トアップできるようになりました。大容量データの取り込みや
ジョブの処理のような時間がかかる関数を実行できます。

DynamoDB Streams の
サポート

DynamoDB Streams は一般公開され、DynamoDB が利用可
能なすべてのリージョンでこれを使用することができます。
テーブルに対して DynamoDB Streams を有効にして、テー
ブルのトリガーとして Lambda 関数を使用できます。トリ
ガーは、DynamoDB テーブルに対して行われた更新に応じ
て行うカスタムアクションです。チュートリアル例について
は、「チュートリアル: Amazon DynamoDB Streams で AWS
Lambda を使用する (p. 584)」を参照してください。

2015 年 7
月 14 日

Lambda が、REST 対
応クライアントによる
Lambda 関数呼び出しの
サポートを開始しまし
た。

これまでは、ウェブ、モバイル、IoT アプリケーションか
ら Lambda 関数を呼び出すには、AWS SDK (AWS SDK for
Java、AWS SDK for Android、AWS SDK for iOS など) が必
要でした。Lambda は、Amazon API Gateway を使用して作
成できるカスタマイズされた API により、REST 対応クライ
アントによる Lambda 関数呼び出しのサポートを開始しまし
た。Lambda 関数のエンドポイント URL にリクエストを送信
できます。エンドポイントでセキュリティを設定してオープン
アクセスを許可したり、AWS Identity and Access Management
(IAM) を利用してアクセスを許可したり、API キーを使用して
他のユーザーによる Lambda 関数へのアクセスを計測したりで
きるようになりました。

2015 年 7
月 09 日

「使用開始」の実習例については、「Amazon API Gateway で
AWS Lambda を使用する (p. 515)」を参照してください。
Amazon API Gateway の詳細については、https://
aws.amazon.com/api-gateway/ を参照してください。
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変更

説明

日付

Lambda コンソールで
は、簡単に Lambda 関
数を作成およびテスト
するために、設計図が提
供されるようになりまし
た。

Lambda コンソールは、一連の設計図を提供します。各設計
図には、Lambda 関数用に、簡単に Lambda ベースのアプリ
ケーションを作成するために使用できる Lambda 関数のサン
プルイベントソース設定とサンプルコードが用意されていま
す。Lambda のすべての「使用開始」の実習で、設計図を使用
するようになりました。詳細については、「Lambda の開始方
法 (p. 8)」を参照してください。

2015 年 7
月 09 日

Lambda は、Lambda
関数を作成するために
Java のサポートを開始
しました。

Java で Lambda コードを記述できるようになりました。詳細
については、「Java による Lambda 関数の構築 (p. 390)」を参
照してください。

2015 年 6
月 15 日

Lambda は、Lambda
関数の作成または更新
時に、Amazon S3 オブ
ジェクトを関数の .zip と
して指定するサポートを
開始しました。

Lambda 関数デプロイパッケージ (.zip ファイル) を、Lambda
関数を作成するのと同じリージョンで Amazon S3 バケットに
アップロードできます。次に、Lambda 関数を作成または更新
するときに、バケット名とオブジェクトキー名を指定できま
す。

2015 年 5
月 28 日

Lambda は、モバイル
バックエンド用のサポー
トを追加して一般公開さ
れるようになりました。

Lambda は、本稼働環境用に一般公開されるようになりまし
た。このリリースでは、インフラストラクチャをプロビジョ
ニングまたは管理することなく、自動的にスケーリングする
Lambda を使用して、モバイル、タブレット、IoT バックエン
ドを簡単に構築できる新機能も導入されています。Lambda
は、リアルタイム (同期) および非同期イベント両方のサポート
を開始しました。その他の機能には、簡単なイベントソース設
定と管理があります。Lambda 関数用のリソースポリシーの導
入によって、アクセス許可モデルとプログラミングモデルが簡
素化されました。

2015 年 4
月9日

それに応じてドキュメントが更新されました。詳細について
は、以下のトピックを参照してください。
Lambda の開始方法 (p. 8)
AWS Lambda
プレビューリリース

『AWS Lambda 開発者ガイド』のプレビューリリース。
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API リファレンス
このセクションには、AWS Lambda API リファレンスドキュメントが含まれています。API コールを行う
ときは、署名を提供してリクエストを認証する必要があります。AWS Lambda では、署名バージョン 4 が
サポートされます。詳細は、Amazon Web Services 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。
サービスの概要については、「AWS Lambda とは (p. 1)」を参照してください。
AWS CLI を使用して AWS Lambda API について調べることができます。このガイドでは、AWS CLI を使
用したチュートリアルを提供しています。
トピック
• アクション (p. 909)
• データ型 (p. 1152)

アクション
以下のアクションがサポートされています:
• AddLayerVersionPermission (p. 911)
• AddPermission (p. 915)
• CreateAlias (p. 920)
• CreateCodeSigningConfig (p. 924)
• CreateEventSourceMapping (p. 927)
• CreateFunction (p. 938)
• CreateFunctionUrlConfig (p. 951)
• DeleteAlias (p. 955)
• DeleteCodeSigningConfig (p. 957)
• DeleteEventSourceMapping (p. 959)
• DeleteFunction (p. 965)
• DeleteFunctionCodeSigningConfig (p. 967)
• DeleteFunctionConcurrency (p. 969)
• DeleteFunctionEventInvokeConfig (p. 971)
• DeleteFunctionUrlConfig (p. 973)
• DeleteLayerVersion (p. 975)
• DeleteProvisionedConcurrencyConfig (p. 977)
• GetAccountSettings (p. 979)
• GetAlias (p. 981)
• GetCodeSigningConfig (p. 984)
• GetEventSourceMapping (p. 986)
• GetFunction (p. 992)
• GetFunctionCodeSigningConfig (p. 996)
• GetFunctionConcurrency (p. 999)
• GetFunctionConfiguration (p. 1001)
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• GetFunctionEventInvokeConfig (p. 1008)
•
•
•
•
•

GetFunctionUrlConfig (p. 1011)
GetLayerVersion (p. 1014)
GetLayerVersionByArn (p. 1018)
GetLayerVersionPolicy (p. 1021)
GetPolicy (p. 1023)

• GetProvisionedConcurrencyConfig (p. 1025)
• Invoke (p. 1028)
• InvokeAsync (p. 1034)
• ListAliases (p. 1036)
• ListCodeSigningConfigs (p. 1039)
• ListEventSourceMappings (p. 1041)
• ListFunctionEventInvokeConfigs (p. 1045)
• ListFunctions (p. 1048)
• ListFunctionsByCodeSigningConfig (p. 1052)
• ListFunctionUrlConfigs (p. 1054)
• ListLayers (p. 1057)
• ListLayerVersions (p. 1060)
• ListProvisionedConcurrencyConfigs (p. 1063)
• ListTags (p. 1066)
• ListVersionsByFunction (p. 1068)
• PublishLayerVersion (p. 1072)
• PublishVersion (p. 1077)
• PutFunctionCodeSigningConfig (p. 1085)
• PutFunctionConcurrency (p. 1088)
• PutFunctionEventInvokeConfig (p. 1091)
• PutProvisionedConcurrencyConfig (p. 1095)
• RemoveLayerVersionPermission (p. 1098)
• RemovePermission (p. 1100)
• TagResource (p. 1103)
• UntagResource (p. 1105)
• UpdateAlias (p. 1107)
• UpdateCodeSigningConfig (p. 1111)
• UpdateEventSourceMapping (p. 1114)
• UpdateFunctionCode (p. 1124)
• UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
• UpdateFunctionEventInvokeConfig (p. 1145)
• UpdateFunctionUrlConfig (p. 1149)
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AddLayerVersionPermission
AWS Lambda レイヤーのバージョンのリソースベースポリシーに許可を追加します。レイヤーの使用に関
するアクセス許可を他のアカウントに付与するには、このアクションを使用します。アクセス許可は、組
織内の 1 つのアカウント、すべてのアカウント、またはすべての AWS アカウントに付与することができ
ます。
許可を取り消すには、追加時に指定したステートメント ID で RemoveLayerVersionPermission (p. 1098)
を呼び出します。

リクエストの構文
POST /2018-10-31/layers/LayerName/versions/VersionNumber/policy?RevisionId=RevisionId
HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"Action": "string",
"OrganizationId": "string",
"Principal": "string",
"StatementId": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
LayerName (p. 911)
レイヤーの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
パターン: (arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9_]+)|[a-zA-Z0-9-_]+
必須 : はい
RevisionId (p. 911)
リビジョン ID が指定した ID と一致する場合にのみ、ポリシーを更新します。このオプションを使用
して、最終読み取りから変更されたポリシーを変更しないようにします。
VersionNumber (p. 911)
バージョン番号。
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Action (p. 911)
レイヤーへのアクセスを許可する API アクション。例えば、lambda:GetLayerVersion などです。
タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 22 です。
パターン: lambda:GetLayerVersion
必須 : はい
OrganizationId (p. 911)
プリンシパルを * に設定して、指定された組織のすべてのアカウントにアクセス許可を付与します。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最大長は 34 です。
パターン: o-[a-z0-9]{10,32}
必須: いいえ
Principal (p. 911)
組織内のすべてのアカウント、またはすべての AWS アカウント (organizationId が指定されてい
ない場合) にレイヤーの使用のためのアクセス許可を付与するためのアカウント ID、または *。後者
の場合、本当にすべての AWS アカウントにこのレイヤー使用のためのアクセス許可を付与するかど
うかを確認してください。
タイプ: 文字列
パターン: \d{12}|\*|arn:(aws[a-zA-Z-]*):iam::\d{12}:root
必須 : はい
StatementId (p. 911)
同じレイヤーバージョンの他のポリシーと区別する識別子。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。
パターン: ([a-zA-Z0-9-_]+)
必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 201
Content-type: application/json
{
}

"RevisionId": "string",
"Statement": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 201 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
RevisionId (p. 912)
ポリシーの現在のリビジョンにおける一意の識別子。
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タイプ: 文字列
Statement (p. 912)
アクセス許可ステートメント。
タイプ: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
PolicyLengthExceededException
リソースのアクセス許可ポリシーが大きすぎます。詳細はこちら
HTTP ステータスコード: 400
PreconditionFailedException
指定された RevisionId が、Lambda 関数またはエイリアスの最新 RevisionId と一致しませ
ん。GetFunction または GetAlias API を呼び出して、リソースの最新 RevisionId を取得します。
HTTP ステータスコード: 412
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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AddPermission
関数を使用するために、AWS のサービス、アカウント、または組織にアクセス許可を付与します。関数
レベルでポリシーを適用したり、1 つのバージョンまたはエイリアスへのアクセスを制限する修飾子を
指定したりすることができます。修飾子を使用する場合は、バージョンの完全な Amazon リソースネー
ム (ARN) またはエイリアスを使用して関数を呼び出す必要があります。注: Lambda では、バージョン
$LATEST へのポリシーの追加をサポートしていません。
別のアカウントにアクセス許可を付与するには、アカウント ID を Principal として指定します。AWS
Organizations で定義されている組織にアクセス許可を付与するには、組織 ID を PrincipalOrgID とし
て指定します。AWS サービスの場合、プリンシパルは、s3.amazonaws.com や sns.amazonaws.com
などのサービスによって定義されたドメイン形式の識別子です。AWS サービスの場合、関連付けられたリ
ソースの ARN を SourceArn として指定することもできます。ソースを指定せずにアクセス許可をサー
ビスプリンシパルに付与した場合は、他のアカウントが Lambda 関数を呼び出すようにそのアカウントの
リソースを設定する可能性があります。
このアクションにより、ステートメントが関数のリソースベースのアクセス許可ポリシーに追加されま
す。関数ポリシーの詳細については、「Lambda 関数ポリシー」を参照してください。

リクエストの構文
POST /2015-03-31/functions/FunctionName/policy?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"Action": "string",
"EventSourceToken": "string",
"FunctionUrlAuthType": "string",
"Principal": "string",
"PrincipalOrgID": "string",
"RevisionId": "string",
"SourceAccount": "string",
"SourceArn": "string",
"StatementId": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 915)
Lambda 関数、バージョン、またはエイリアスの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:v1 (エイリアス付き)。
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
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Qualifier (p. 915)
バージョンまたはエイリアスを指定して、関数の公開済みバージョンにアクセス許可を追加します。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Action (p. 915)
プリンシパルが関数で使用できるアクション。例え
ば、lambda:InvokeFunction、lambda:GetFunction などです。
型: 文字列
Pattern: (lambda:[*]|lambda:[a-zA-Z]+|[*])
必須: はい
EventSourceToken (p. 915)
Alexa Smart Home 関数の場合、呼び出し元によって指定される必要のあるトークン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
Pattern: [a-zA-Z0-9._\-]+
必須: いいえ
FunctionUrlAuthType (p. 915)
関数 URL が使用する認証のタイプ。アクセスを認証された IAM ユーザーのみに制限する場合、値
に AWS_IAM を設定します。IAM 認証をバイパスしてパブリックエンドポイントを作成する場合は、
値に NONE を設定します。詳細については、「Security and auth model for Lambda function URLs」
(Lambda 関数 URL におけるセキュリティと認証モデル) を参照してください。
型: 文字列
有効な値: NONE | AWS_IAM
必須: いいえ
Principal (p. 915)
関数を呼び出す AWS サービスまたはアカウント。サービスを指定する場合は、SourceArn または
SourceAccount を使用して、そのサービスを使用して関数を呼び出すことができるユーザーを制限
します。
型: 文字列
Pattern: [^\s]+
必須: はい
PrincipalOrgID (p. 915)
AWS Organizations での組織の識別子。これを使用して、この組織の下にあるすべての AWS アカウ
ントにアクセス許可を付与します。
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型: 文字列
長さの制限: 最小長は 12 です。最大長は 34 です。
Pattern: ^o-[a-z0-9]{10,32}$
必須: いいえ
RevisionId (p. 915)
リビジョン ID が指定した ID と一致する場合にのみ、ポリシーを更新します。このオプションを使用
して、最終読み取りから変更されたポリシーを変更しないようにします。
型: 文字列
必須: いいえ
SourceAccount (p. 915)
Amazon S3 の場合、リソースを所有しているアカウントの ID。これを SourceArn とともに使用し
て、指定したアカウントによってリソースが所有されるようにします。Amazon S3 バケットは、その
所有者によって削除され、別のアカウントによって再作成される可能性があります。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 12 です。
Pattern: \d{12}
必須: いいえ
SourceArn (p. 915)
AWS サービスの場合、関数を呼び出す AWS リソースの ARN。たとえば、Amazon S3 バケットまた
は Amazon SNS トピックです。
Lambda は、StringLike 演算子を使用して比較を設定することに注意してください。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
必須: いいえ
StatementId (p. 915)
ステートメントを同じポリシー内の他のステートメントと区別するステートメント識別子。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。
Pattern: ([a-zA-Z0-9-_]+)
必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 201
Content-type: application/json
{

"Statement": "string"
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レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 201 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Statement (p. 917)
関数ポリシーに追加されるアクセス許可ステートメント。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
PolicyLengthExceededException
リソースのアクセス許可ポリシーが大きすぎます。詳細はこちら
HTTP ステータスコード: 400
PreconditionFailedException
指定された RevisionId が、Lambda 関数またはエイリアスの最新 RevisionId と一致しませ
ん。GetFunction または GetAlias API を呼び出して、リソースの最新 RevisionId を取得します。
HTTP ステータスコード: 412
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateAlias
Lambda 関数バージョンのエイリアスを作成します。エイリアスを使用して、別のバージョンを呼び出す
ために更新できる関数識別子をクライアントに提供します。
エイリアスをマッピングして、2 つのバージョン間で呼び出しリクエストを分割することもできま
す。RoutingConfig パラメータを使用して、2 番目のバージョンとそのバージョンが受信する呼び出し
リクエストの割合を指定します。

リクエストの構文
POST /2015-03-31/functions/FunctionName/aliases HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"Description": "string",
"FunctionVersion": "string",
"Name": "string",
"RoutingConfig": {
"AdditionalVersionWeights": {
"string" : number
}
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 920)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Description (p. 920)
エイリアスの説明。
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型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ
FunctionVersion (p. 920)
エイリアスが呼び出す関数バージョン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
必須 : はい
Name (p. 920)
エイリアスの名前。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+)
必須 : はい
RoutingConfig (p. 920)
エイリアスのルーティング設定。
タイプ: AliasRoutingConfiguration (p. 1158) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 201
Content-type: application/json
{

}

"AliasArn": "string",
"Description": "string",
"FunctionVersion": "string",
"Name": "string",
"RevisionId": "string",
"RoutingConfig": {
"AdditionalVersionWeights": {
"string" : number
}
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 201 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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AliasArn (p. 921)
エイリアスの Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Description (p. 921)
エイリアスの説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
FunctionVersion (p. 921)
エイリアスが呼び出す関数バージョン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
Name (p. 921)
エイリアスの名前。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+)
RevisionId (p. 921)
エイリアスを更新するときに変更される一意の識別子。
型: 文字列
RoutingConfig (p. 921)
エイリアスのルーティング設定。
タイプ: AliasRoutingConfiguration (p. 1158) オブジェクト

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。

922

AWS Lambda デベロッパーガイド
CreateAlias

HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateCodeSigningConfig
コード署名の設定を作成します。コード署名の設定では、アクセス許可済みの署名プロファイルのリスト
と、デプロイ検証チェックが失敗した場合に実行するコード署名検証ポリシーを定義します。

リクエストの構文
POST /2020-04-22/code-signing-configs/ HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"AllowedPublishers": {
"SigningProfileVersionArns": [ "string" ]
},
"CodeSigningPolicies": {
"UntrustedArtifactOnDeployment": "string"
},
"Description": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
AllowedPublishers (p. 924)
このコード署名の設定用署名プロファイル。
タイプ: AllowedPublishers (p. 1159) オブジェクト
必須: はい
CodeSigningPolicies (p. 924)
コード署名ポリシーは、検証チェックが失敗した場合に実行するアクションを定義します。
タイプ: CodeSigningPolicies (p. 1163) オブジェクト
必須: いいえ
Description (p. 924)
このコード署名の設定用の記述名。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 201
Content-type: application/json
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{

}

"CodeSigningConfig": {
"AllowedPublishers": {
"SigningProfileVersionArns": [ "string" ]
},
"CodeSigningConfigArn": "string",
"CodeSigningConfigId": "string",
"CodeSigningPolicies": {
"UntrustedArtifactOnDeployment": "string"
},
"Description": "string",
"LastModified": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 201 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CodeSigningConfig (p. 924)
コード署名の設定。
タイプ: CodeSigningConfig (p. 1161) オブジェクト

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateEventSourceMapping
イベントソースと AWS Lambda 関数間のマッピングを作成します。Lambda は、イベントソースから項目
を読み込み、関数を呼び出します。
さまざまなイベントソースの設定方法の詳細については、以下のトピックを参照してください。
• Amazon DynamoDB Streams
• Amazon Kinesis
• Amazon SQS
• Amazon MQ と RabbitMQ
• Amazon MSK
• Apache Kafka
以下のエラー処理オプションは、ストリーミングソース (DynamoDB および Kinesis) でのみ使用できま
す。
• BisectBatchOnFunctionError - 関数がエラーを返した場合は、バッチを 2 つに分割して再試行しま
す。
• DestinationConfig - 廃棄されたレコードを Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックに送
信します。
• MaximumRecordAgeInSeconds - 指定した経過期間よりも古いレコードを廃棄します。デフォルト値
は無制限 (-1) です。無制限 (-1) に設定すると、失敗したレコードはレコードの有効期限が切れるまで再
試行されます。
• MaximumRetryAttempts - 指定した再試行数の後でレコードを廃棄します。デフォルト値は無制限
(-1) です。無制限 (-1) に設定すると、失敗したレコードはレコードの有効期限が切れるまで再試行され
ます。
• ParallelizationFactor - 各シャードから同時に複数のバッチを処理します。
各イベントソースに適用される設定パラメータについては、次のトピックを参照してください。
• Amazon DynamoDB Streams
• Amazon Kinesis
• Amazon SQS
• Amazon MQ と RabbitMQ
• Amazon MSK
• Apache Kafka

リクエストの構文
POST /2015-03-31/event-source-mappings/ HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

"AmazonManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"BatchSize": number,
"BisectBatchOnFunctionError": boolean,
"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
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},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
}

}

},
"Enabled": boolean,
"EventSourceArn": "string",
"FilterCriteria": {
"Filters": [
{
"Pattern": "string"
}
]
},
"FunctionName": "string",
"FunctionResponseTypes": [ "string" ],
"MaximumBatchingWindowInSeconds": number,
"MaximumRecordAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number,
"ParallelizationFactor": number,
"Queues": [ "string" ],
"SelfManagedEventSource": {
"Endpoints": {
"string" : [ "string" ]
}
},
"SelfManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"SourceAccessConfigurations": [
{
"Type": "string",
"URI": "string"
}
],
"StartingPosition": "string",
"StartingPositionTimestamp": number,
"Topics": [ "string" ],
"TumblingWindowInSeconds": number

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 927)
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) のイベントソースに関する特定の設定
です。
タイプ: AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1160) オブジェクト
必須: いいえ
BatchSize (p. 927)
Lambda がストリームまたはキューから取り出し、関数に送信する各バッチ内の最大レコード
数。Lambda は、同期呼び出しのペイロード上限 (6 MB) まで、バッチ内のすべてのレコードを単一の
呼び出しで関数に渡します。
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• Amazon Kinesis - デフォルト 100。最大 10,000。
• Amazon DynamoDB Streams - デフォルト 100。最大 10,000。
• Amazon Simple Queue Service - デフォルト 10。標準キューの場合、最大値は 10,000 です。FIFO
キューの場合、最大値は 10 です。
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka - デフォルト 100。最大 10,000。
• セルフマネージド Apache Kafka - デフォルト 100。最大 10,000。
• Amazon MQ (ActiveMQ と RabbitMQ) - デフォルトは 100 です。最大 10,000。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。
必須: いいえ
BisectBatchOnFunctionError (p. 927)
(ストリームのみ) 関数がエラーを返した場合は、バッチを 2 つに分割して再試行します。
タイプ: ブール値
必須: いいえ
DestinationConfig (p. 927)
(ストリームのみ) 廃棄されたレコードの Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックの送信
先。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
必須: いいえ
Enabled (p. 927)
true の場合、イベントソースマッピングがアクティブになります。false の場合、Lambda がポーリン
グと呼び出しを一時停止します。
デフォルト: True
タイプ: ブール値
必須: いいえ
EventSourceArn (p. 927)
イベントソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
• Amazon Kinesis - データストリームまたはストリームコンシューマーの ARN。
• Amazon DynamoDB Streams - ストリームの ARN。
• Amazon Simple Queue Service - キューの ARN。
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka - クラスターの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
必須: いいえ
FilterCriteria (p. 927)
(ストリーミングと Amazon SQS) Lambda がイベントを処理するかどうかを決定するフィルター条件
を定義するオブジェクト。詳細については、Lambda イベントフィルタリングを参照してください。
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タイプ: FilterCriteria (p. 1180) オブジェクト
必須: いいえ
FunctionName (p. 927)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• バージョンまたはエイリアス ARN - arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:function:MyFunction:PROD.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
FunctionResponseTypes (p. 927)
(ストリーミングと Amazon SQS) イベントソースマッピングに適用されている現在のレスポンスタイ
プの列挙型のリスト。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 1 項目です。
有効な ReportBatchItemFailures 値:
必須: いいえ
MaximumBatchingWindowInSeconds (p. 927)
Lambda が関数を呼び出すまで費やすレコード収集の最大時間
(秒)。MaximumBatchingWindowInSeconds は、秒単位で 0 秒から 300 秒までの任意の値に設定で
きます。
ストリームと Amazon SQS イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルト
で 0 秒に設定されます。Amazon MSK、セルフマネージド Apache Kafka、および Amazon
MQ イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルトで 500 ミリ秒に設定されま
す。MaximumBatchingWindowInSeconds は秒単位の増分でしか変更できないため、バッチ処理
ウィンドウのデフォルト値 (500 ミリ秒) を変更すると、元に戻せなくなることに注意してください。
デフォルトのバッチ処理ウィンドウを復元するには、新しいイベントソースマッピングを作成する必
要があります。
関連設定: ストリームとAmazon SQS イベントソースの場合、BatchSize を 10 より大きい値に設定
する場合は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 300 です。
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必須: いいえ
MaximumRecordAgeInSeconds (p. 927)
(ストリームのみ) 指定した経過期間よりも古いレコードを破棄します。デフォルト値は無制限 (-1) で
す。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 604,800 です。
必須: いいえ
MaximumRetryAttempts (p. 927)
(ストリームのみ) 指定した再試行数の後でレコードを破棄します。デフォルト値は無制限 (-1) です。
無制限 (-1) に設定すると、失敗したレコードはレコードの有効期限が切れるまで再試行されます。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 10,000 です。
必須: いいえ
ParallelizationFactor (p. 927)
(ストリームのみ) 各シャードから同時に処理するバッチの数。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10 です。
必須: いいえ
Queues (p. 927)
(MQ) 消費する Amazon MQ ブローカーの送信先キューの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。
Pattern: [\s\S]*
必須: いいえ
SelfManagedEventSource (p. 927)
レコードを受信するセルフマネージド Apache Kafka クラスター。
タイプ: SelfManagedEventSource (p. 1207) オブジェクト
必須: いいえ
SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 927)
セルフマネージド Apache Kafka イベントソースの特定の設定。
タイプ: SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1208) オブジェクト
必須: いいえ
SourceAccessConfigurations (p. 927)
認証プロトコルの配列またはイベントソースの保護に必要な VPC コンポーネント。
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タイプ: SourceAccessConfiguration (p. 1209) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 22 項目です。
必須: いいえ
StartingPosition (p. 927)
読み取りを開始するストリームの場所です。Amazon Kinesis、Amazon DynamoDB、Amazon MSK ス
トリーミングソースに必要です。AT_TIMESTAMP は、Amazon Kinesis Streams でのみサポートされ
ています。
タイプ: 文字列
有効な TRIM_HORIZON | LATEST | AT_TIMESTAMP 値:
必須: いいえ
StartingPositionTimestamp (p. 927)
StartingPosition が AT_TIMESTAMP に設定されている場合、Unix タイム秒単位で読み取りをス
タートする時間です。
タイプ: タイムスタンプ
分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Topics (p. 927)
Kafka トピックの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 249 です。
Pattern: ^[^.]([a-zA-Z0-9\-_.]+)
必須: いいえ
TumblingWindowInSeconds (p. 927)
(ストリーミングのみ) 処理ウィンドウの継続時間 (秒)。指定できる範囲は 1 秒から 900 秒までです。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 900 です。
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 202
Content-type: application/json
{

"AmazonManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"BatchSize": number,
"BisectBatchOnFunctionError": boolean,
"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
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"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
}

}

},
"EventSourceArn": "string",
"FilterCriteria": {
"Filters": [
{
"Pattern": "string"
}
]
},
"FunctionArn": "string",
"FunctionResponseTypes": [ "string" ],
"LastModified": number,
"LastProcessingResult": "string",
"MaximumBatchingWindowInSeconds": number,
"MaximumRecordAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number,
"ParallelizationFactor": number,
"Queues": [ "string" ],
"SelfManagedEventSource": {
"Endpoints": {
"string" : [ "string" ]
}
},
"SelfManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"SourceAccessConfigurations": [
{
"Type": "string",
"URI": "string"
}
],
"StartingPosition": "string",
"StartingPositionTimestamp": number,
"State": "string",
"StateTransitionReason": "string",
"Topics": [ "string" ],
"TumblingWindowInSeconds": number,
"UUID": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 202 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 932)
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) のイベントソースに関する特定の設定
です。
タイプ: AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1160) オブジェクト
BatchSize (p. 932)
Lambda がストリームまたはキューから取り出し、関数に送信する各バッチ内の最大レコード
数。Lambda は、同期呼び出しのペイロード上限 (6 MB) まで、バッチ内のすべてのレコードを単一の
呼び出しで関数に渡します。
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デフォルト値: サービスによって異なります。Amazon SQS の場合、デフォルトは 10 です。他のすべ
てのサービスでは、デフォルトは 100 です。
関連設定: BatchSize を 10 より大きい値に設定する場合
は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。
BisectBatchOnFunctionError (p. 932)
(ストリームのみ) 関数がエラーを返した場合は、バッチを 2 つに分割して再試行します。デフォルト
値は false です。
型: ブール値
DestinationConfig (p. 932)
(ストリームのみ) 廃棄されたレコードの Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックの送信
先。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
EventSourceArn (p. 932)
イベントソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
FilterCriteria (p. 932)
(ストリーミングと Amazon SQS) Lambda がイベントを処理するかどうかを決定するフィルター条件
を定義するオブジェクト。詳細については、Lambda イベントフィルタリングを参照してください。
タイプ: FilterCriteria (p. 1180) オブジェクト
FunctionArn (p. 932)
Lambda 関数の ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
FunctionResponseTypes (p. 932)
(ストリーミングと Amazon SQS) イベントソースマッピングに適用されている現在のレスポンスタイ
プの列挙型のリスト。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 1 項目です。
有効な ReportBatchItemFailures 値:
LastModified (p. 932)
イベントソースマッピングが最後に更新された日付、またはその状態が変更された日付 (Unix タイム
秒単位)。
タイプ: タイムスタンプ
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LastProcessingResult (p. 932)
関数の最後の Lambda 呼び出しの結果。
型: 文字列
MaximumBatchingWindowInSeconds (p. 932)
Lambda が関数を呼び出すまで費やすレコード収集の最大時間
(秒)。MaximumBatchingWindowInSeconds は、秒単位で 0 秒から 300 秒までの任意の値に設定で
きます。
ストリームと Amazon SQS イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルト
で 0 秒に設定されます。Amazon MSK、セルフマネージド Apache Kafka、および Amazon
MQ イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルトで 500 ミリ秒に設定されま
す。MaximumBatchingWindowInSeconds は秒単位の増分でしか変更できないため、バッチ処理
ウィンドウのデフォルト値 (500 ミリ秒) を変更すると、元に戻せなくなることに注意してください。
デフォルトのバッチ処理ウィンドウを復元するには、新しいイベントソースマッピングを作成する必
要があります。
関連設定: ストリームとAmazon SQS イベントソースの場合、BatchSize を 10 より大きい値に設定
する場合は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 300 です。
MaximumRecordAgeInSeconds (p. 932)
(ストリームのみ) 指定した経過期間よりも古いレコードを破棄します。デフォルト値は -1 で、最大経
過時間は無限です。値が無限に設定されている場合、Lambda が古いレコードを廃棄することはあり
ません。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 604,800 です。
MaximumRetryAttempts (p. 932)
(ストリームのみ) 指定した再試行数の後でレコードを破棄します。デフォルト値の -1 により、最大再
試行回数は無限に設定されます。MaximumRetryAttempts が無限の場合、Lambda はイベントソース
でレコードの有効期限が切れるまで、失敗したレコードを再試行します。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 10,000 です。
ParallelizationFactor (p. 932)
(ストリーミングのみ) 各シャードから同時に処理するバッチの数。デフォルト値は 1 です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10 です。
Queues (p. 932)
(Amazon MQ) 消費する Amazon MQ ブローカーの送信先キューの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。
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Pattern: [\s\S]*
SelfManagedEventSource (p. 932)
イベントソースのセルフマネージド Apache Kafka クラスター。
タイプ: SelfManagedEventSource (p. 1207) オブジェクト
SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 932)
セルフマネージド Apache Kafka イベントソースの特定の設定。
タイプ: SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1208) オブジェクト
SourceAccessConfigurations (p. 932)
認証プロトコルの配列、VPC コンポーネント、イベントソースを保護して定義する仮想ホスト。
タイプ: SourceAccessConfiguration (p. 1209) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 22 項目です。
StartingPosition (p. 932)
読み取りを開始するストリームの場所。Amazon Kinesis、Amazon DynamoDB、Amazon MSK スト
リーミングソースに必要です。AT_TIMESTAMP は、Amazon Kinesis Streams でのみサポートされて
います。
型: 文字列
有効な TRIM_HORIZON | LATEST | AT_TIMESTAMP 値:
StartingPositionTimestamp (p. 932)
StartingPosition が AT_TIMESTAMP に設定されている場合、Unix タイム秒単位で読み取りをス
タートする時間です。
型: タイムスタンプ
State (p. 932)
イベントソースマッピングの状態。次のうちの 1 つになる可能性があります:
Creating、Enabling、Enabled、Disabling、Disabled、Updating、Deleting。
型: 文字列
StateTransitionReason (p. 932)
ユーザーまたは Lambda がイベントソースマッピングを最後に変更したかどうかを示します。
型: 文字列
Topics (p. 932)
Kafka トピックの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 249 です。
Pattern: ^[^.]([a-zA-Z0-9\-_.]+)
TumblingWindowInSeconds (p. 932)
(ストリーミングのみ) 処理ウィンドウの継続時間 (秒)。範囲は 1～900 秒です。
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タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 900 です。
UUID (p. 932)
イベントソースマッピングの識別子。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateFunction
Lambda 関数を作成します。関数を作成するには、デプロイパッケージと実行ロールが必要です。デプロ
イパッケージは、関数コードを含む .zip ファイルアーカイブまたはコンテナイメージです。実行ロールに
より、リクエストをトレースするためのログストリーミングや X-Ray 用の Amazon CloudWatch Logs な
どの AWS サービスを使用するアクセス許可が関数に付与されます。
デプロイパッケージがコンテナイメージの場合は、パッケージの種類を Image に設定します。コンテナイ
メージの場合、コードプロパティに Amazon ECR レジストリのコンテナイメージの URI を含める必要が
あります。ハンドラープロパティとランタイムプロパティを指定する必要はありません。
デプロイパッケージが.zip ファイルアーカイブの場合は、パッケージの種類を Zip に設定します。.zip
ファイルアーカイブの場合、code プロパティは .zip ファイルの場所を指定します。また、ハンドラープロ
パティとランタイムプロパティも指定する必要があります。デプロイパッケージのコードは、関数のター
ゲット命令セットアーキテクチャと互換性がある必要があります (x86-64またはarm64)。アーキテクチャ
を指定しない場合、デフォルト値はx86-64になります。
関数を作成すると、Lambda はその関数のインスタンスとそのサポートリソースをプロビジョニングしま
す。関数を VPC に接続する場合、このプロセスには 1 分ほどかかる場合があります。この間は、関数を
呼び出したり変更したりすることはできません。GetFunctionConfiguration (p. 1001) からのレスポンス
のState、StateReason、StateReasonCode フィールドは、関数を呼び出す準備ができていることを
示します。詳細については、「関数の状態」を参照してください。
関数には未公開バージョンがあり、公開バージョンやエイリアスを持つことができます。関数のコードと
設定を更新すると、未公開バージョンが変更されます。公開バージョンは、変更不可能な関数コードと設
定のスナップショットです。エイリアスは、バージョンにマップする名前付きリソースです。このリソー
スは、別のバージョンにマップするために変更できます。Publish パラメータを使用して、初期設定から
関数のバージョン 1 を作成します。
その他のパラメーターを使用すると、バージョン固有の関数レベルの設定を構成できます。バージョン固
有の設定は、後で UpdateFunctionConfiguration (p. 1134) により変更できます。関数レベルの設定は、関
数の未公開バージョンと公開バージョンの両方に適用され、タグ (TagResource (p. 1103)) と関数ごとの
同時実行制限 (PutFunctionConcurrency (p. 1088)) を含みます。
デプロイパッケージが .zip ファイルアーカイブの場合は、コード署名を使用できます。こ
の関数のコード署名を有効にするには、コード署名構成の ARN を指定します。ユーザーが
UpdateFunctionCode (p. 1124) を使用してコードパッケージのデプロイを試みると、そのパッケージに信
頼できる発行元からの有効な署名があるかどうかが、Lambda によりチェックされます。code-signing の
設定には、一連の署名プロファイルが含まれており、このプロファイルにより、関数から信頼された発行
元が定義されます。
別のアカウントまたは AWS サービスで関数を呼び出すには、AddPermission (p. 915) を使用して、リソー
スベースの IAM ポリシーを作成し、アクセス許可を付与します。関数レベル、バージョン、エイリアスで
アクセス許可を付与できます。
関数を直接呼び出すには、Invoke (p. 1028) を使用します。他の AWS サービスのイベントに応答して関
数を呼び出すには、イベントソースマッピング (CreateEventSourceMapping (p. 927)) を作成するか、他の
サービスで関数トリガーを設定します。詳細については、「関数の呼び出し」を参照してください。

リクエストの構文
POST /2015-03-31/functions HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

"Architectures": [ "string" ],
"Code": {
"ImageUri": "string",
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"S3Bucket": "string",
"S3Key": "string",
"S3ObjectVersion": "string",
"ZipFile": blob

}

},
"CodeSigningConfigArn": "string",
"DeadLetterConfig": {
"TargetArn": "string"
},
"Description": "string",
"Environment": {
"Variables": {
"string" : "string"
}
},
"EphemeralStorage": {
"Size": number
},
"FileSystemConfigs": [
{
"Arn": "string",
"LocalMountPath": "string"
}
],
"FunctionName": "string",
"Handler": "string",
"ImageConfig": {
"Command": [ "string" ],
"EntryPoint": [ "string" ],
"WorkingDirectory": "string"
},
"KMSKeyArn": "string",
"Layers": [ "string" ],
"MemorySize": number,
"PackageType": "string",
"Publish": boolean,
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"Tags": {
"string" : "string"
},
"Timeout": number,
"TracingConfig": {
"Mode": "string"
},
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"SubnetIds": [ "string" ]
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Architectures (p. 938)
関数がサポートする命令セットアーキテクチャです。有効な値 (arm64 または x86_64) の 1 つを含む
文字列配列を入力します。デフォルト値は x86_64 です。
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型: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
有効な x86_64 | arm64 値:
必須: いいえ
Code (p. 938)
関数のコード。
型: FunctionCode (p. 1181) オブジェクト
必須: はい
CodeSigningConfigArn (p. 938)
この関数のコード署名を有効にするには、コード署名設定の ARN を指定します。コード署名の設定
には、一連の署名プロファイルが含まれており、このプロファイルにより、関数の信頼された発行元
が定義されます。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 200 です。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[a-z]+\d{1}:\d{12}:code-signing-config:csc-[a-z0-9]{17}
必須: いいえ
DeadLetterConfig (p. 938)
処理に失敗したときに Lambda が非同期イベントを送信するキューまたはトピックを指定するデッド
レターキュー構成。詳細については、「デッドレターキュー」を参照してください。
型: DeadLetterConfig (p. 1167) オブジェクト
必須: いいえ
Description (p. 938)
関数の説明です。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ
Environment (p. 938)
実行中に関数コードからアクセス可能な環境変数。
型: Environment (p. 1169) オブジェクト
必須: いいえ
EphemeralStorage (p. 938)
関数の /tmp ディレクトリのサイズ (MB 単位)。デフォルト値は 512 ですが、512～10240 MB の範囲
で任意の整数を指定できます。
型: EphemeralStorage (p. 1172) オブジェクト
必須: いいえ
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FileSystemConfigs (p. 938)
Amazon EFS ファイルシステムの接続設定。
型: FileSystemConfig (p. 1178) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最大数は 1 項目です。
必須: いいえ
FunctionName (p. 938)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
Handler (p. 938)
関数を実行するために Lambda が呼び出すコード内のメソッドの名前。デプロイパッケージが .zip
ファイルアーカイブの場合は、Handler が必要です。形式にはファイル名を含めます。また、ランタ
イムに応じて名前空間や他の修飾子を含めることもできます。詳細については、「プログラミングモ
デル」を参照してください。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 128 です。
Pattern: [^\s]+
必須: いいえ
ImageConfig (p. 938)
コンテナイメージ Dockerfile の値を上書きするコンテナイメージ設定値。
型: ImageConfig (p. 1194) オブジェクト
必須: いいえ
KMSKeyArn (p. 938)
関数の環境変数の暗号化に使用される AWS キー管理サービス (AWS KMS) キーの ARN。指定されな
い場合、AWS Lambda はデフォルトのサービスキーを使用します。
型: 文字列
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:[a-z0-9-.]+:.*)|()
必須: いいえ
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Layers (p. 938)
関数の実行環境に追加する関数レイヤーのリスト。その ARN ごとに各レイヤーを指定します (バー
ジョンも含めます)。
型: 文字列の配列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+:
[0-9]+
必須: いいえ
MemorySize (p. 938)
実行時に関数で使用できるメモリの量。関数のメモリを増やすと、関数の CPU 割り当ても増えま
す。デフォルト値は 128 MB です。値には、1 MB の任意の倍数を指定できます。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 128 です。最大値は 10,240 です。
必須: いいえ
PackageType (p. 938)
デプロイパッケージのタイプ。コンテナイメージでは Image に設定し、zip アーカイブでは Zip を設
定します。
型: 文字列
有効な Zip | Image 値:
必須: いいえ
Publish (p. 938)
true に設定すると、作成中に関数の最初のバージョンが公開されます。
型: ブール値
必須: いいえ
Role (p. 938)
関数の実行ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
必須: はい
Runtime (p. 938)
関数のランタイムの識別子です。デプロイパッケージが .zip ファイルアーカイブの場合は、ランタイ
ムが必要です。
型: 文字列
有効な nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2 値:
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必須: いいえ
Tags (p. 938)
関数に適用するタグのリスト。
型: 文字列から文字列へのマッピング
必須: いいえ
Timeout (p. 938)
Lambda が関数を停止するまでに関数に許可する実行時間 (秒)。デフォルト値は 3 秒です。最大許容
値は 900 秒です。詳細については、「Lambda 実行環境」をご参照ください。
型: 整数
有効な範囲: 最小値 は 1 です。
必須: いいえ
TracingConfig (p. 938)
Mode を Active に設定し、X-Ray で着信リクエストのサブセットをサンプリングおよびトレースし
ます。
型: TracingConfig (p. 1211) オブジェクト
必須: いいえ
VpcConfig (p. 938)
VPC の AWS リソースへのネットワーク接続の場合は、VPC のセキュリティグループとサブネット
のリストを指定します。関数を VPC に接続する場合は、その VPC を介してのみリソースとインター
ネットにアクセスできます。詳細については、「VPC 設定」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 1213) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 201
Content-type: application/json
{

"Architectures": [ "string" ],
"CodeSha256": "string",
"CodeSize": number,
"DeadLetterConfig": {
"TargetArn": "string"
},
"Description": "string",
"Environment": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"Variables": {
"string" : "string"
}
},
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}

"EphemeralStorage": {
"Size": number
},
"FileSystemConfigs": [
{
"Arn": "string",
"LocalMountPath": "string"
}
],
"FunctionArn": "string",
"FunctionName": "string",
"Handler": "string",
"ImageConfigResponse": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"ImageConfig": {
"Command": [ "string" ],
"EntryPoint": [ "string" ],
"WorkingDirectory": "string"
}
},
"KMSKeyArn": "string",
"LastModified": "string",
"LastUpdateStatus": "string",
"LastUpdateStatusReason": "string",
"LastUpdateStatusReasonCode": "string",
"Layers": [
{
"Arn": "string",
"CodeSize": number,
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string"
}
],
"MasterArn": "string",
"MemorySize": number,
"PackageType": "string",
"RevisionId": "string",
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string",
"State": "string",
"StateReason": "string",
"StateReasonCode": "string",
"Timeout": number,
"TracingConfig": {
"Mode": "string"
},
"Version": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"SubnetIds": [ "string" ],
"VpcId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 201 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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Architectures (p. 943)
関数がサポートする命令セットアーキテクチャです。アーキテクチャは、有効な値の 1 つを含む文字
列配列です。デフォルトアーキテクチャ値はx86_64です。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
有効な x86_64 | arm64 値:
CodeSha256 (p. 943)
関数のデプロイパッケージの SHA256 ハッシュ。
型: 文字列
CodeSize (p. 943)
関数のデプロイパッケージのサイズ (バイト単位)。
型: Long
DeadLetterConfig (p. 943)
関数のデッドレターキュー。
型: DeadLetterConfig (p. 1167) オブジェクト
Description (p. 943)
関数の説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
Environment (p. 943)
関数の環境変数。AWS CloudTrail ログから除外。
タイプ: EnvironmentResponse (p. 1171) オブジェクト
EphemeralStorage (p. 943)
関数の /tmp ディレクトリのサイズ (MB 単位)。デフォルト値は 512 ですが、512～10240 MB の範囲
で任意の整数を指定できます。
型: EphemeralStorage (p. 1172) オブジェクト
FileSystemConfigs (p. 943)
Amazon EFS ファイルシステムの接続設定。
型: FileSystemConfig (p. 1178) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最大数は 1 項目です。
FunctionArn (p. 943)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_\.]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
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FunctionName (p. 943)
関数の名前。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Handler (p. 943)
Lambda が関数の実行を開始するために呼び出す関数。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 128 です。
Pattern: [^\s]+
ImageConfigResponse (p. 943)
関数のイメージ設定値。
型: ImageConfigResponse (p. 1196) オブジェクト
KMSKeyArn (p. 943)
関数の環境変数を暗号化するために使用される AWS KMS key。このキーは、カスタマーマネージド
キーを設定している場合にのみ返されます。
型: 文字列
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:[a-z0-9-.]+:.*)|()
LastModified (p. 943)
関数が最後に更新された日付と時刻 (ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD))。
型: 文字列
LastUpdateStatus (p. 943)
関数で最後に実行された更新のステータス。これは、関数の作成完了後、最初に Successful に設定
されます。
型: 文字列
有効な Successful | Failed | InProgress 値:
LastUpdateStatusReason (p. 943)
関数で最後に実行された更新の理由。
型: 文字列
LastUpdateStatusReasonCode (p. 943)
関数で最後に実行された更新の理由コード。
型: 文字列
有効な EniLimitExceeded | InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration
| InternalError | SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet |
InvalidSecurityGroup | ImageDeleted | ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
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Layers (p. 943)
関数のレイヤー。
型: Layer (p. 1197) オブジェクトの配列
MasterArn (p. 943)
Lambda@Edge 関数の場合、メイン関数の ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
MemorySize (p. 943)
実行時に関数で使用できるメモリの量。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 128 です。最大値は 10,240 です。
PackageType (p. 943)
デプロイパッケージのタイプ。コンテナイメージでは Image に設定し、.zip ファイルアーカイブでは
Zip を設定します。
型: 文字列
有効な Zip | Image 値:
RevisionId (p. 943)
関数またはエイリアスの最も最近更新されたリビジョン。
型: 文字列
Role (p. 943)
関数の実行ロール。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Runtime (p. 943)
Lambda 関数のランタイム環境。
型: 文字列
有効な nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2 値:
SigningJobArn (p. 943)
署名ジョブの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
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SigningProfileVersionArn (p. 943)
署名プロファイルバージョンの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
State (p. 943)
関数の現在の状態。状態が Inactive の場合、関数を呼び出すことで再アクティブ化できます。
型: 文字列
有効な Pending | Active | Inactive | Failed 値:
StateReason (p. 943)
関数の現在の状態の理由。
型: 文字列
StateReasonCode (p. 943)
関数の現在の状態の理由コード。コードが Creating のときは、関数を呼び出したり変更したりする
ことはできません。
型: 文字列
有効な Idle | Creating | Restoring | EniLimitExceeded |
InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration | InternalError |
SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet | InvalidSecurityGroup | ImageDeleted
| ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
Timeout (p. 943)
Lambda が関数を停止するまでに関数に許可する実行時間 (秒)。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 1。
TracingConfig (p. 943)
関数の AWS X-Ray トレース設定。
型: TracingConfigResponse (p. 1212) オブジェクト
Version (p. 943)
Lambda 関数のバージョン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
VpcConfig (p. 943)
関数のネットワーク設定。
型: VpcConfigResponse (p. 1214) オブジェクト
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エラー
CodeSigningConfigNotFoundException
指定されたコード署名設定が存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
CodeStorageExceededException
アカウントあたりの最大合計コードサイズを超えました。詳細はこちら
HTTP ステータスコード: 400
CodeVerificationFailedException
コード署名が、署名の不一致または有効期限の検証チェックの 1 つ以上に失敗し、コード署名ポリ
シーが ENSORCE に設定されています。Lambda はデプロイをブロックします。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidCodeSignatureException
コード署名が整合性チェックに失敗しました。コード署名ポリシーが WARN に設定されていても、整
合性チェックに失敗した場合、Lambda は常にデプロイをブロックします。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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CreateFunctionUrlConfig
指定した設定パラメーターを使用して Lambda 関数 URL を作成します。関数 URL は、関数を呼び出すた
めに使用する専用の HTTP エンドポイントです。

リクエストの構文
POST /2021-10-31/functions/FunctionName/url?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"AuthType": "string",
"Cors": {
"AllowCredentials": boolean,
"AllowHeaders": [ "string" ],
"AllowMethods": [ "string" ],
"AllowOrigins": [ "string" ],
"ExposeHeaders": [ "string" ],
"MaxAge": number
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 951)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
Qualifier (p. 951)
エイリアス名。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (^\$LATEST$)|((?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+))

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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AuthType (p. 951)
関数 URL が使用する認証のタイプ。アクセスを認証された IAM ユーザーのみに制限する場合、値
に AWS_IAM を設定します。IAM 認証をバイパスしてパブリックエンドポイントを作成する場合は、
値に NONE を設定します。詳細については、「Security and auth model for Lambda function URLs」
(Lambda 関数 URL におけるセキュリティと認証モデル) を参照してください。
型: 文字列
有効な値: NONE | AWS_IAM
必須: はい
Cors (p. 951)
関数 URL のための、Cross-Origin Resource Sharing(CORS) 設定。
型: Cors (p. 1165) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 201
Content-type: application/json
{

}

"AuthType": "string",
"Cors": {
"AllowCredentials": boolean,
"AllowHeaders": [ "string" ],
"AllowMethods": [ "string" ],
"AllowOrigins": [ "string" ],
"ExposeHeaders": [ "string" ],
"MaxAge": number
},
"CreationTime": "string",
"FunctionArn": "string",
"FunctionUrl": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 201 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AuthType (p. 952)
関数 URL が使用する認証のタイプ。アクセスを認証された IAM ユーザーのみに制限する場合、値
に AWS_IAM を設定します。IAM 認証をバイパスしてパブリックエンドポイントを作成する場合は、
値に NONE を設定します。詳細については、「Security and auth model for Lambda function URLs」
(Lambda 関数 URL におけるセキュリティと認証モデル) を参照してください。
型: 文字列
有効な値: NONE | AWS_IAM
Cors (p. 952)
関数 URL のための、Cross-Origin Resource Sharing(CORS) 設定。
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型: Cors (p. 1165) オブジェクト
CreationTime (p. 952)
ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD) で示す関数 URL の作成時刻。
型: 文字列
FunctionArn (p. 952)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
FunctionUrl (p. 952)
関数の HTTP URL エンドポイント。
型: 文字列
長さ制限: 最小長は 40 です。最大長は 100 です。

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteAlias
Lambda 関数のエイリアスを削除します。

リクエストの構文
DELETE /2015-03-31/functions/FunctionName/aliases/Name HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 955)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Name (p. 955)
エイリアスの名前。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+)
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。
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エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteCodeSigningConfig
コード署名の設定を削除します。コード署名の設定を削除できるのは、その設定がいずれの関数でも使用
されていない場合のみです。

リクエストの構文
DELETE /2020-04-22/code-signing-configs/CodeSigningConfigArn HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
CodeSigningConfigArn (p. 957)
コード署名設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最大長は 200 です。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[a-z]+\d{1}:\d{12}:code-signing-config:csc-[a-z0-9]{17}
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
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ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteEventSourceMapping
イベントソースマッピングを削除します。マッピングの識別子は、ListEventSourceMappings (p. 1041) の
出力から取得できます。
イベントソースマッピングを削除すると、Deleting 状態になり、数秒間完全に削除されない場合があり
ます。

リクエストの構文
DELETE /2015-03-31/event-source-mappings/UUID HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
UUID (p. 959)
イベントソースマッピングの識別子。
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 202
Content-type: application/json
{

"AmazonManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"BatchSize": number,
"BisectBatchOnFunctionError": boolean,
"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
}
},
"EventSourceArn": "string",
"FilterCriteria": {
"Filters": [
{
"Pattern": "string"
}
]
},
"FunctionArn": "string",
"FunctionResponseTypes": [ "string" ],
"LastModified": number,
"LastProcessingResult": "string",
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}

"MaximumBatchingWindowInSeconds": number,
"MaximumRecordAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number,
"ParallelizationFactor": number,
"Queues": [ "string" ],
"SelfManagedEventSource": {
"Endpoints": {
"string" : [ "string" ]
}
},
"SelfManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"SourceAccessConfigurations": [
{
"Type": "string",
"URI": "string"
}
],
"StartingPosition": "string",
"StartingPositionTimestamp": number,
"State": "string",
"StateTransitionReason": "string",
"Topics": [ "string" ],
"TumblingWindowInSeconds": number,
"UUID": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 202 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 959)
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) のイベントソースに関する特定の設定
です。
タイプ: AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1160) オブジェクト
BatchSize (p. 959)
Lambda がストリームまたはキューから取り出し、関数に送信する各バッチ内の最大レコード
数。Lambda は、同期呼び出しのペイロード上限 (6 MB) まで、バッチ内のすべてのレコードを単一の
呼び出しで関数に渡します。
デフォルト値: サービスによって異なります。Amazon SQS の場合、デフォルトは 10 です。他のすべ
てのサービスでは、デフォルトは 100 です。
関連設定: BatchSize を 10 より大きい値に設定する場合
は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。
BisectBatchOnFunctionError (p. 959)
(ストリームのみ) 関数がエラーを返した場合は、バッチを 2 つに分割して再試行します。デフォルト
値は false です。
型: ブール値
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DestinationConfig (p. 959)
(ストリームのみ) 廃棄されたレコードの Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックの送信
先。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
EventSourceArn (p. 959)
イベントソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
FilterCriteria (p. 959)
(ストリーミングと Amazon SQS) Lambda がイベントを処理するかどうかを決定するフィルター条件
を定義するオブジェクト。詳細については、Lambda イベントフィルタリングを参照してください。
タイプ: FilterCriteria (p. 1180) オブジェクト
FunctionArn (p. 959)
Lambda 関数の ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
FunctionResponseTypes (p. 959)
(ストリーミングと Amazon SQS) イベントソースマッピングに適用されている現在のレスポンスタイ
プの列挙型のリスト。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 1 項目です。
有効な ReportBatchItemFailures 値:
LastModified (p. 959)
イベントソースマッピングが最後に更新された日付、またはその状態が変更された日付 (Unix タイム
秒単位)。
タイプ: タイムスタンプ
LastProcessingResult (p. 959)
関数の最後の Lambda 呼び出しの結果。
型: 文字列
MaximumBatchingWindowInSeconds (p. 959)
Lambda が関数を呼び出すまで費やすレコード収集の最大時間
(秒)。MaximumBatchingWindowInSeconds は、秒単位で 0 秒から 300 秒までの任意の値に設定で
きます。
ストリームと Amazon SQS イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルト
で 0 秒に設定されます。Amazon MSK、セルフマネージド Apache Kafka、および Amazon
MQ イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルトで 500 ミリ秒に設定されま
す。MaximumBatchingWindowInSeconds は秒単位の増分でしか変更できないため、バッチ処理
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ウィンドウのデフォルト値 (500 ミリ秒) を変更すると、元に戻せなくなることに注意してください。
デフォルトのバッチ処理ウィンドウを復元するには、新しいイベントソースマッピングを作成する必
要があります。
関連設定: ストリームとAmazon SQS イベントソースの場合、BatchSize を 10 より大きい値に設定
する場合は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 300 です。
MaximumRecordAgeInSeconds (p. 959)
(ストリームのみ) 指定した経過期間よりも古いレコードを破棄します。デフォルト値は -1 で、最大経
過時間は無限です。値が無限に設定されている場合、Lambda が古いレコードを廃棄することはあり
ません。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 604,800 です。
MaximumRetryAttempts (p. 959)
(ストリームのみ) 指定した再試行数の後でレコードを破棄します。デフォルト値の -1 により、最大再
試行回数は無限に設定されます。MaximumRetryAttempts が無限の場合、Lambda はイベントソース
でレコードの有効期限が切れるまで、失敗したレコードを再試行します。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 10,000 です。
ParallelizationFactor (p. 959)
(ストリーミングのみ) 各シャードから同時に処理するバッチの数。デフォルト値は 1 です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10 です。
Queues (p. 959)
(Amazon MQ) 消費する Amazon MQ ブローカーの送信先キューの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。
Pattern: [\s\S]*
SelfManagedEventSource (p. 959)
イベントソースのセルフマネージド Apache Kafka クラスター。
タイプ: SelfManagedEventSource (p. 1207) オブジェクト
SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 959)
セルフマネージド Apache Kafka イベントソースの特定の設定。
タイプ: SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1208) オブジェクト
SourceAccessConfigurations (p. 959)
認証プロトコルの配列、VPC コンポーネント、イベントソースを保護して定義する仮想ホスト。
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タイプ: SourceAccessConfiguration (p. 1209) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 22 項目です。
StartingPosition (p. 959)
読み取りを開始するストリームの場所。Amazon Kinesis、Amazon DynamoDB、Amazon MSK スト
リーミングソースに必要です。AT_TIMESTAMP は、Amazon Kinesis Streams でのみサポートされて
います。
型: 文字列
有効な TRIM_HORIZON | LATEST | AT_TIMESTAMP 値:
StartingPositionTimestamp (p. 959)
StartingPosition が AT_TIMESTAMP に設定されている場合、Unix タイム秒単位で読み取りをス
タートする時間です。
型: タイムスタンプ
State (p. 959)
イベントソースマッピングの状態。次のうちの 1 つになる可能性があります:
Creating、Enabling、Enabled、Disabling、Disabled、Updating、Deleting。
型: 文字列
StateTransitionReason (p. 959)
ユーザーまたは Lambda がイベントソースマッピングを最後に変更したかどうかを示します。
型: 文字列
Topics (p. 959)
Kafka トピックの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 249 です。
Pattern: ^[^.]([a-zA-Z0-9\-_.]+)
TumblingWindowInSeconds (p. 959)
(ストリーミングのみ) 処理ウィンドウの継続時間 (秒)。範囲は 1～900 秒です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 900 です。
UUID (p. 959)
イベントソースマッピングの識別子。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
オペレーションがリソースの可用性と競合しています。たとえば、CREATING で EventSource マッ
ピングを更新しようとしたり、現在 UPDATING 状態にある EventSource マッピングを削除しようと
したとします。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteFunction
Lambda 関数を削除します。関数の特定のバージョンを削除するには、Qualifier パラメータを使用しま
す。それ以外の場合は、すべてのバージョンとエイリアスが削除されます。
関数を呼び出す Lambda イベントソースマッピングを削除するには、DeleteEventSourceMapping (p. 959)
を使用します。AWS サービスと関数を直接呼び出すリソースの場合は、最初に設定したサービスのトリ
ガーを削除します。

リクエストの構文
DELETE /2015-03-31/functions/FunctionName?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 965)
Lambda 関数またはバージョンの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:1 (バージョン付き)
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Qualifier (p. 965)
削除するバージョンを指定します。エイリアスで参照されているバージョンは削除できません。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。
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エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteFunctionCodeSigningConfig
関数からコード署名設定を削除します。

リクエストの構文
DELETE /2020-06-30/functions/FunctionName/code-signing-config HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 967)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
CodeSigningConfigNotFoundException
指定されたコード署名設定が存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。

967

AWS Lambda デベロッパーガイド
DeleteFunctionCodeSigningConfig

HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteFunctionConcurrency
関数から同時実行制限を削除します。

リクエストの構文
DELETE /2017-10-31/functions/FunctionName/concurrency HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 969)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
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HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteFunctionEventInvokeConfig
関数、バージョン、エイリアスの非同期呼び出しの設定を削除します。
非同期呼び出しのオプションを設定するには、PutFunctionEventInvokeConfig (p. 1091) を使用します。

リクエストの構文
DELETE /2019-09-25/functions/FunctionName/event-invoke-config?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 971)
Lambda 関数、バージョン、またはエイリアスの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:v1 (エイリアス付き)。
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Qualifier (p. 971)
バージョン番号またはエイリアス名。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。
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エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteFunctionUrlConfig
Lambda 関数 URL を削除します。削除した関数 URL を、後で復旧することはできません。新しく作成す
る関数 URL には、前とは異なる URL アドレスが与えられます。

リクエストの構文
DELETE /2021-10-31/functions/FunctionName/url?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 973)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
Qualifier (p. 973)
エイリアス名。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (^\$LATEST$)|((?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+))

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。
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エラー
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteLayerVersion
AWS Lambda レイヤーのバージョンを削除します。削除されたバージョンを表示したり、関数に追加した
りすることはできません。関数の破損を避けるために、バージョンのコピーは、関数が参照しなくなるま
で Lambda に残ります。

リクエストの構文
DELETE /2018-10-31/layers/LayerName/versions/VersionNumber HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
LayerName (p. 975)
レイヤーの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
パターン: (arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9_]+)|[a-zA-Z0-9-_]+
必須 : はい
VersionNumber (p. 975)
バージョン番号。
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteProvisionedConcurrencyConfig
関数に対してプロビジョニングされた同時実行数の設定を削除します。

リクエストの構文
DELETE /2019-09-30/functions/FunctionName/provisioned-concurrency?Qualifier=Qualifier
HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 977)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Qualifier (p. 977)
バージョン番号またはエイリアス名。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。
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エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetAccountSettings
AWSリージョンのアカウントの制限と使用の詳細を取得します。

リクエストの構文
GET /2016-08-19/account-settings/ HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"AccountLimit": {
"CodeSizeUnzipped": number,
"CodeSizeZipped": number,
"ConcurrentExecutions": number,
"TotalCodeSize": number,
"UnreservedConcurrentExecutions": number
},
"AccountUsage": {
"FunctionCount": number,
"TotalCodeSize": number
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AccountLimit (p. 979)
同時実行性とコードストレージに関連する制限。
タイプ: AccountLimit (p. 1154) オブジェクト
AccountUsage (p. 979)
関数の数と使用中のストレージ量。
タイプ: AccountUsage (p. 1155) オブジェクト

エラー
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
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HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetAlias
Lambda 関数のエイリアスの詳細を返します。

リクエストの構文
GET /2015-03-31/functions/FunctionName/aliases/Name HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 981)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Name (p. 981)
エイリアスの名前。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+)
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"AliasArn": "string",
"Description": "string",
"FunctionVersion": "string",
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}

"Name": "string",
"RevisionId": "string",
"RoutingConfig": {
"AdditionalVersionWeights": {
"string" : number
}
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AliasArn (p. 981)
エイリアスの Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Description (p. 981)
エイリアスの説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
FunctionVersion (p. 981)
エイリアスが呼び出す関数バージョン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
Name (p. 981)
エイリアスの名前。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+)
RevisionId (p. 981)
エイリアスを更新するときに変更される一意の識別子。
型: 文字列
RoutingConfig (p. 981)
エイリアスのルーティング設定。
タイプ: AliasRoutingConfiguration (p. 1158) オブジェクト
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エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetCodeSigningConfig
指定したコード署名設定に関する情報を返します。

リクエストの構文
GET /2020-04-22/code-signing-configs/CodeSigningConfigArn HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
CodeSigningConfigArn (p. 984)
コード署名設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最大長は 200 です。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[a-z]+\d{1}:\d{12}:code-signing-config:csc-[a-z0-9]{17}
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"CodeSigningConfig": {
"AllowedPublishers": {
"SigningProfileVersionArns": [ "string" ]
},
"CodeSigningConfigArn": "string",
"CodeSigningConfigId": "string",
"CodeSigningPolicies": {
"UntrustedArtifactOnDeployment": "string"
},
"Description": "string",
"LastModified": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CodeSigningConfig (p. 984)
コード署名の設定
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タイプ: CodeSigningConfig (p. 1161) オブジェクト

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetEventSourceMapping
イベントソースマッピングの詳細を返します。マッピングの識別子
は、ListEventSourceMappings (p. 1041) の出力から取得できます。

リクエストの構文
GET /2015-03-31/event-source-mappings/UUID HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
UUID (p. 986)
イベントソースマッピングの識別子。
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"AmazonManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"BatchSize": number,
"BisectBatchOnFunctionError": boolean,
"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
}
},
"EventSourceArn": "string",
"FilterCriteria": {
"Filters": [
{
"Pattern": "string"
}
]
},
"FunctionArn": "string",
"FunctionResponseTypes": [ "string" ],
"LastModified": number,
"LastProcessingResult": "string",
"MaximumBatchingWindowInSeconds": number,
"MaximumRecordAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number,
"ParallelizationFactor": number,
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}

"Queues": [ "string" ],
"SelfManagedEventSource": {
"Endpoints": {
"string" : [ "string" ]
}
},
"SelfManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"SourceAccessConfigurations": [
{
"Type": "string",
"URI": "string"
}
],
"StartingPosition": "string",
"StartingPositionTimestamp": number,
"State": "string",
"StateTransitionReason": "string",
"Topics": [ "string" ],
"TumblingWindowInSeconds": number,
"UUID": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 986)
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) のイベントソースに関する特定の設定
です。
タイプ: AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1160) オブジェクト
BatchSize (p. 986)
Lambda がストリームまたはキューから取り出し、関数に送信する各バッチ内の最大レコード
数。Lambda は、同期呼び出しのペイロード上限 (6 MB) まで、バッチ内のすべてのレコードを単一の
呼び出しで関数に渡します。
デフォルト値: サービスによって異なります。Amazon SQS の場合、デフォルトは 10 です。他のすべ
てのサービスでは、デフォルトは 100 です。
関連設定: BatchSize を 10 より大きい値に設定する場合
は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。
BisectBatchOnFunctionError (p. 986)
(ストリームのみ) 関数がエラーを返した場合は、バッチを 2 つに分割して再試行します。デフォルト
値は false です。
型: ブール値
DestinationConfig (p. 986)
(ストリームのみ) 廃棄されたレコードの Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックの送信
先。
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タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
EventSourceArn (p. 986)
イベントソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
FilterCriteria (p. 986)
(ストリーミングと Amazon SQS) Lambda がイベントを処理するかどうかを決定するフィルター条件
を定義するオブジェクト。詳細については、Lambda イベントフィルタリングを参照してください。
タイプ: FilterCriteria (p. 1180) オブジェクト
FunctionArn (p. 986)
Lambda 関数の ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
FunctionResponseTypes (p. 986)
(ストリーミングと Amazon SQS) イベントソースマッピングに適用されている現在のレスポンスタイ
プの列挙型のリスト。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 1 項目です。
有効な ReportBatchItemFailures 値:
LastModified (p. 986)
イベントソースマッピングが最後に更新された日付、またはその状態が変更された日付 (Unix タイム
秒単位)。
タイプ: タイムスタンプ
LastProcessingResult (p. 986)
関数の最後の Lambda 呼び出しの結果。
型: 文字列
MaximumBatchingWindowInSeconds (p. 986)
Lambda が関数を呼び出すまで費やすレコード収集の最大時間
(秒)。MaximumBatchingWindowInSeconds は、秒単位で 0 秒から 300 秒までの任意の値に設定で
きます。
ストリームと Amazon SQS イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルト
で 0 秒に設定されます。Amazon MSK、セルフマネージド Apache Kafka、および Amazon
MQ イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルトで 500 ミリ秒に設定されま
す。MaximumBatchingWindowInSeconds は秒単位の増分でしか変更できないため、バッチ処理
ウィンドウのデフォルト値 (500 ミリ秒) を変更すると、元に戻せなくなることに注意してください。
デフォルトのバッチ処理ウィンドウを復元するには、新しいイベントソースマッピングを作成する必
要があります。
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関連設定: ストリームとAmazon SQS イベントソースの場合、BatchSize を 10 より大きい値に設定
する場合は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 300 です。
MaximumRecordAgeInSeconds (p. 986)
(ストリームのみ) 指定した経過期間よりも古いレコードを破棄します。デフォルト値は -1 で、最大経
過時間は無限です。値が無限に設定されている場合、Lambda が古いレコードを廃棄することはあり
ません。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 604,800 です。
MaximumRetryAttempts (p. 986)
(ストリームのみ) 指定した再試行数の後でレコードを破棄します。デフォルト値の -1 により、最大再
試行回数は無限に設定されます。MaximumRetryAttempts が無限の場合、Lambda はイベントソース
でレコードの有効期限が切れるまで、失敗したレコードを再試行します。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 10,000 です。
ParallelizationFactor (p. 986)
(ストリーミングのみ) 各シャードから同時に処理するバッチの数。デフォルト値は 1 です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10 です。
Queues (p. 986)
(Amazon MQ) 消費する Amazon MQ ブローカーの送信先キューの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。
Pattern: [\s\S]*
SelfManagedEventSource (p. 986)
イベントソースのセルフマネージド Apache Kafka クラスター。
タイプ: SelfManagedEventSource (p. 1207) オブジェクト
SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 986)
セルフマネージド Apache Kafka イベントソースの特定の設定。
タイプ: SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1208) オブジェクト
SourceAccessConfigurations (p. 986)
認証プロトコルの配列、VPC コンポーネント、イベントソースを保護して定義する仮想ホスト。
タイプ: SourceAccessConfiguration (p. 1209) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 22 項目です。
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StartingPosition (p. 986)
読み取りを開始するストリームの場所。Amazon Kinesis、Amazon DynamoDB、Amazon MSK スト
リーミングソースに必要です。AT_TIMESTAMP は、Amazon Kinesis Streams でのみサポートされて
います。
型: 文字列
有効な TRIM_HORIZON | LATEST | AT_TIMESTAMP 値:
StartingPositionTimestamp (p. 986)
StartingPosition が AT_TIMESTAMP に設定されている場合、Unix タイム秒単位で読み取りをス
タートする時間です。
型: タイムスタンプ
State (p. 986)
イベントソースマッピングの状態。次のうちの 1 つになる可能性があります:
Creating、Enabling、Enabled、Disabling、Disabled、Updating、Deleting。
型: 文字列
StateTransitionReason (p. 986)
ユーザーまたは Lambda がイベントソースマッピングを最後に変更したかどうかを示します。
型: 文字列
Topics (p. 986)
Kafka トピックの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 249 です。
Pattern: ^[^.]([a-zA-Z0-9\-_.]+)
TumblingWindowInSeconds (p. 986)
(ストリーミングのみ) 処理ウィンドウの継続時間 (秒)。範囲は 1～900 秒です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 900 です。
UUID (p. 986)
イベントソースマッピングの識別子。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetFunction
関数または関数のバージョンに関する情報を、デプロイパッケージをダウンロードするための 10 分間有
効なリンクとともに返します。関数のバージョンを指定した場合は、そのバージョンに固有の詳細のみが
返されます。

リクエストの構文
GET /2015-03-31/functions/FunctionName?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 992)
Lambda 関数、バージョン、またはエイリアスの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:v1 (エイリアス付き)。
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Qualifier (p. 992)
バージョンまたはエイリアスを指定して、関数の公開されたバージョンに関する詳細を取得します。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"Code": {
"ImageUri": "string",
"Location": "string",
"RepositoryType": "string",
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"ResolvedImageUri": "string"
},
"Concurrency": {
"ReservedConcurrentExecutions": number
},
"Configuration": {
"Architectures": [ "string" ],
"CodeSha256": "string",
"CodeSize": number,
"DeadLetterConfig": {
"TargetArn": "string"
},
"Description": "string",
"Environment": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"Variables": {
"string" : "string"
}
},
"EphemeralStorage": {
"Size": number
},
"FileSystemConfigs": [
{
"Arn": "string",
"LocalMountPath": "string"
}
],
"FunctionArn": "string",
"FunctionName": "string",
"Handler": "string",
"ImageConfigResponse": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"ImageConfig": {
"Command": [ "string" ],
"EntryPoint": [ "string" ],
"WorkingDirectory": "string"
}
},
"KMSKeyArn": "string",
"LastModified": "string",
"LastUpdateStatus": "string",
"LastUpdateStatusReason": "string",
"LastUpdateStatusReasonCode": "string",
"Layers": [
{
"Arn": "string",
"CodeSize": number,
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string"
}
],
"MasterArn": "string",
"MemorySize": number,
"PackageType": "string",
"RevisionId": "string",
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string",
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"State": "string",
"StateReason": "string",
"StateReasonCode": "string",
"Timeout": number,
"TracingConfig": {
"Mode": "string"
},
"Version": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"SubnetIds": [ "string" ],
"VpcId": "string"
}

}

},
"Tags": {
"string" : "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Code (p. 992)
関数またはバージョンのデプロイパッケージ。
タイプ: FunctionCodeLocation (p. 1183) オブジェクト
Concurrency (p. 992)
関数の予約済み同時実行。
タイプ: Concurrency (p. 1164) オブジェクト
Configuration (p. 992)
関数またはバージョンの設定。
タイプ: FunctionConfiguration (p. 1184) オブジェクト
Tags (p. 992)
関数のタグ。
型: 文字列間のマッピング

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
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ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetFunctionCodeSigningConfig
指定された関数のコード署名設定を返します。

リクエストの構文
GET /2020-06-30/functions/FunctionName/code-signing-config HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 996)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"CodeSigningConfigArn": "string",
"FunctionName": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CodeSigningConfigArn (p. 996)
コード署名設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
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型: 文字列
長さの制限: 最大長は 200 です。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[a-z]+\d{1}:\d{12}:code-signing-config:csc-[a-z0-9]{17}
FunctionName (p. 996)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
•
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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GetFunctionConcurrency
関数の予約済同時実行数の設定に関する詳細を返します。関数の同時実行数の制限を設定するに
は、PutFunctionConcurrency (p. 1088) を使用します。

リクエストの構文
GET /2019-09-30/functions/FunctionName/concurrency HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 999)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"ReservedConcurrentExecutions": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ReservedConcurrentExecutions (p. 999)
関数用に予約済同時実行数。
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タイプ: 整数
有効な範囲: 最小値 は 0 です。

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetFunctionConfiguration
Lambda 関数またはバージョンのバージョン固有の設定を返します。出力には、関数のバージョン間で異
なるオプションのみが含まれます。これらの設定を変更するには、UpdateFunctionConfiguration (p. 1134)
を使用します。
関数レベルの設定を含む、関数のすべての詳細を取得するには、GetFunction (p. 992) を使用します。

リクエストの構文
GET /2015-03-31/functions/FunctionName/configuration?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1001)
Lambda 関数、バージョン、またはエイリアスの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:v1 (エイリアス付き)。
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
Qualifier (p. 1001)
バージョンまたはエイリアスを指定して、関数の公開されたバージョンに関する詳細を取得します。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"Architectures": [ "string" ],
"CodeSha256": "string",
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"CodeSize": number,
"DeadLetterConfig": {
"TargetArn": "string"
},
"Description": "string",
"Environment": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"Variables": {
"string" : "string"
}
},
"EphemeralStorage": {
"Size": number
},
"FileSystemConfigs": [
{
"Arn": "string",
"LocalMountPath": "string"
}
],
"FunctionArn": "string",
"FunctionName": "string",
"Handler": "string",
"ImageConfigResponse": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"ImageConfig": {
"Command": [ "string" ],
"EntryPoint": [ "string" ],
"WorkingDirectory": "string"
}
},
"KMSKeyArn": "string",
"LastModified": "string",
"LastUpdateStatus": "string",
"LastUpdateStatusReason": "string",
"LastUpdateStatusReasonCode": "string",
"Layers": [
{
"Arn": "string",
"CodeSize": number,
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string"
}
],
"MasterArn": "string",
"MemorySize": number,
"PackageType": "string",
"RevisionId": "string",
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string",
"State": "string",
"StateReason": "string",
"StateReasonCode": "string",
"Timeout": number,
"TracingConfig": {
"Mode": "string"
},
"Version": "string",
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}

"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"SubnetIds": [ "string" ],
"VpcId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Architectures (p. 1001)
関数がサポートする命令セットアーキテクチャです。アーキテクチャは、有効な値の 1 つを含む文字
列配列です。デフォルトアーキテクチャ値はx86_64です。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
有効な x86_64 | arm64 値:
CodeSha256 (p. 1001)
関数のデプロイパッケージの SHA256 ハッシュ。
型: 文字列
CodeSize (p. 1001)
関数のデプロイパッケージのサイズ (バイト単位)。
型: Long
DeadLetterConfig (p. 1001)
関数のデッドレターキュー。
型: DeadLetterConfig (p. 1167) オブジェクト
Description (p. 1001)
関数の説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
Environment (p. 1001)
関数の環境変数。AWS CloudTrail ログから除外。
タイプ: EnvironmentResponse (p. 1171) オブジェクト
EphemeralStorage (p. 1001)
関数の /tmp ディレクトリのサイズ (MB 単位)。デフォルト値は 512 ですが、512～10240 MB の範囲
で任意の整数を指定できます。
型: EphemeralStorage (p. 1172) オブジェクト
FileSystemConfigs (p. 1001)
Amazon EFS ファイルシステムの接続設定。
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型: FileSystemConfig (p. 1178) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最大数は 1 項目です。
FunctionArn (p. 1001)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_\.]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
FunctionName (p. 1001)
関数の名前。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Handler (p. 1001)
Lambda が関数の実行を開始するために呼び出す関数。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 128 です。
Pattern: [^\s]+
ImageConfigResponse (p. 1001)
関数のイメージ設定値。
型: ImageConfigResponse (p. 1196) オブジェクト
KMSKeyArn (p. 1001)
関数の環境変数を暗号化するために使用される AWS KMS key。このキーは、カスタマーマネージド
キーを設定している場合にのみ返されます。
型: 文字列
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:[a-z0-9-.]+:.*)|()
LastModified (p. 1001)
関数が最後に更新された日付と時刻 (ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD))。
型: 文字列
LastUpdateStatus (p. 1001)
関数で最後に実行された更新のステータス。これは、関数の作成完了後、最初に Successful に設定
されます。
型: 文字列
有効な Successful | Failed | InProgress 値:
LastUpdateStatusReason (p. 1001)
関数で最後に実行された更新の理由。
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型: 文字列
LastUpdateStatusReasonCode (p. 1001)
関数で最後に実行された更新の理由コード。
型: 文字列
有効な EniLimitExceeded | InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration
| InternalError | SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet |
InvalidSecurityGroup | ImageDeleted | ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
Layers (p. 1001)
関数のレイヤー。
型: Layer (p. 1197) オブジェクトの配列
MasterArn (p. 1001)
Lambda@Edge 関数の場合、メイン関数の ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
MemorySize (p. 1001)
実行時に関数で使用できるメモリの量。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 128 です。最大値は 10,240 です。
PackageType (p. 1001)
デプロイパッケージのタイプ。コンテナイメージでは Image に設定し、.zip ファイルアーカイブでは
Zip を設定します。
型: 文字列
有効な Zip | Image 値:
RevisionId (p. 1001)
関数またはエイリアスの最も最近更新されたリビジョン。
型: 文字列
Role (p. 1001)
関数の実行ロール。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Runtime (p. 1001)
Lambda 関数のランタイム環境。
型: 文字列
有効な nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
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dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2 値:
SigningJobArn (p. 1001)
署名ジョブの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
SigningProfileVersionArn (p. 1001)
署名プロファイルバージョンの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
State (p. 1001)
関数の現在の状態。状態が Inactive の場合、関数を呼び出すことで再アクティブ化できます。
型: 文字列
有効な Pending | Active | Inactive | Failed 値:
StateReason (p. 1001)
関数の現在の状態の理由。
型: 文字列
StateReasonCode (p. 1001)
関数の現在の状態の理由コード。コードが Creating のときは、関数を呼び出したり変更したりする
ことはできません。
型: 文字列
有効な Idle | Creating | Restoring | EniLimitExceeded |
InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration | InternalError |
SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet | InvalidSecurityGroup | ImageDeleted
| ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
Timeout (p. 1001)
Lambda が関数を停止するまでに関数に許可する実行時間 (秒)。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 1。
TracingConfig (p. 1001)
関数の AWS X-Ray トレース設定。
型: TracingConfigResponse (p. 1212) オブジェクト
Version (p. 1001)
Lambda 関数のバージョン。
型: 文字列
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長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
VpcConfig (p. 1001)
関数のネットワーク設定。
型: VpcConfigResponse (p. 1214) オブジェクト

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetFunctionEventInvokeConfig
関数、バージョン、エイリアスの非同期呼び出しの設定を取得します。
非同期呼び出しのオプションを設定するには、PutFunctionEventInvokeConfig (p. 1091) を使用します。

リクエストの構文
GET /2019-09-25/functions/FunctionName/event-invoke-config?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1008)
Lambda 関数、バージョン、またはエイリアスの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:v1 (エイリアス付き)。
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Qualifier (p. 1008)
バージョン番号またはエイリアス名。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
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}

}
},
"FunctionArn": "string",
"LastModified": number,
"MaximumEventAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DestinationConfig (p. 1008)
処理のために関数に送信された後のイベントの宛先。

送信先
• 関数 - Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
• キュー - SQS キューの ARN。
• トピック - SNS トピックの ARN。
• イベントバス - Amazon EventBridge イベントバスの ARN。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
FunctionArn (p. 1008)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
LastModified (p. 1008)
設定が最後に更新された日時 (UNIX タイム秒単位)。
型: タイムスタンプ
MaximumEventAgeInSeconds (p. 1008)
Lambda が処理のために関数に送信するリクエストの最大存続時間です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 60 です。最大値は 21,600 です。
MaximumRetryAttempts (p. 1008)
関数がエラーを返すときの最大再試行回数です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 2 です。

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetFunctionUrlConfig
Lambda 関数 URL の詳細を返します。

リクエストの構文
GET /2021-10-31/functions/FunctionName/url?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1011)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
Qualifier (p. 1011)
エイリアス名。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (^\$LATEST$)|((?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+))

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"AuthType": "string",
"Cors": {
"AllowCredentials": boolean,
"AllowHeaders": [ "string" ],
"AllowMethods": [ "string" ],
"AllowOrigins": [ "string" ],
"ExposeHeaders": [ "string" ],
"MaxAge": number
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}

},
"CreationTime": "string",
"FunctionArn": "string",
"FunctionUrl": "string",
"LastModifiedTime": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AuthType (p. 1011)
関数 URL が使用する認証のタイプ。アクセスを認証された IAM ユーザーのみに制限する場合、値
に AWS_IAM を設定します。IAM 認証をバイパスしてパブリックエンドポイントを作成する場合は、
値に NONE を設定します。詳細については、「Security and auth model for Lambda function URLs」
(Lambda 関数 URL におけるセキュリティと認証モデル) を参照してください。
型: 文字列
有効な値: NONE | AWS_IAM
Cors (p. 1011)
関数 URL のための、Cross-Origin Resource Sharing(CORS) 設定。
型: Cors (p. 1165) オブジェクト
CreationTime (p. 1011)
ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD) で示す関数 URL の作成時刻。
型: 文字列
FunctionArn (p. 1011)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
FunctionUrl (p. 1011)
関数の HTTP URL エンドポイント。
型: 文字列
長さ制限: 最小長は 40 です。最大長は 100 です。
LastModifiedTime (p. 1011)
ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD) で示された関数の最後更新日時。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetLayerVersion
AWS Lambda レイヤーのバージョンに関する情報を、10 分間有効なレイヤーアーカイブのダウンロード
リンクとともに返します。

リクエストの構文
GET /2018-10-31/layers/LayerName/versions/VersionNumber HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
LayerName (p. 1014)
レイヤーの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+)|
[a-zA-Z0-9-_]+
必須: はい
VersionNumber (p. 1014)
バージョン番号。
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"CompatibleArchitectures": [ "string" ],
"CompatibleRuntimes": [ "string" ],
"Content": {
"CodeSha256": "string",
"CodeSize": number,
"Location": "string",
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string"
},
"CreatedDate": "string",
"Description": "string",
"LayerArn": "string",
"LayerVersionArn": "string",
"LicenseInfo": "string",
"Version": number
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CompatibleArchitectures (p. 1014)
互換性のある命令セットアーキテクチャのリストです。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 2 項目です。
有効な x86_64 | arm64 値:
CompatibleRuntimes (p. 1014)
レイヤーの互換性のあるランタイム。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 15 項目です。
有効な値: nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2
Content (p. 1014)
レイヤーバージョンの詳細。
型: LayerVersionContentOutput (p. 1200) オブジェクト
CreatedDate (p. 1014)
レイヤーバージョンが作成された日付 (ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD))。
型: 文字列
Description (p. 1014)
バージョンの説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
LayerArn (p. 1014)
レイヤーの ARN。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+
LayerVersionArn (p. 1014)
レイヤーバージョンの ARN。
型: 文字列
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長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+:
[0-9]+
LicenseInfo (p. 1014)
レイヤーのソフトウェアライセンス。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 512 です。
Version (p. 1014)
バージョン番号。
型: Long

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetLayerVersionByArn
AWS Lambda レイヤーのバージョンに関する情報を、10 分間有効なレイヤーアーカイブのダウンロード
リンクとともに返します。

リクエストの構文
GET /2018-10-31/layers?find=LayerVersion&Arn=Arn HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
Arn (p. 1018)
レイヤーバージョンの ARN。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+:
[0-9]+
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"CompatibleArchitectures": [ "string" ],
"CompatibleRuntimes": [ "string" ],
"Content": {
"CodeSha256": "string",
"CodeSize": number,
"Location": "string",
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string"
},
"CreatedDate": "string",
"Description": "string",
"LayerArn": "string",
"LayerVersionArn": "string",
"LicenseInfo": "string",
"Version": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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CompatibleArchitectures (p. 1018)
互換性のある命令セットアーキテクチャのリストです。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 2 項目です。
有効な x86_64 | arm64 値:
CompatibleRuntimes (p. 1018)
レイヤーの互換性のあるランタイム。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 15 項目です。
有効な値: nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2
Content (p. 1018)
レイヤーバージョンの詳細。
型: LayerVersionContentOutput (p. 1200) オブジェクト
CreatedDate (p. 1018)
レイヤーバージョンが作成された日付 (ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD))。
型: 文字列
Description (p. 1018)
バージョンの説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
LayerArn (p. 1018)
レイヤーの ARN。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+
LayerVersionArn (p. 1018)
レイヤーバージョンの ARN。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+:
[0-9]+
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LicenseInfo (p. 1018)
レイヤーのソフトウェアライセンス。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 512 です。
Version (p. 1018)
バージョン番号。
型: Long

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetLayerVersionPolicy
AWS Lambda レイヤーのバージョンの許可ポリシーを返します。詳細については、
「AddLayerVersionPermission (p. 911)」を参照してください。

リクエストの構文
GET /2018-10-31/layers/LayerName/versions/VersionNumber/policy HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
LayerName (p. 1021)
レイヤーの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
パターン: (arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9_]+)|[a-zA-Z0-9-_]+
必須 : はい
VersionNumber (p. 1021)
バージョン番号。
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"Policy": "string",
"RevisionId": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Policy (p. 1021)
ポリシードキュメント｡
タイプ: 文字列
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RevisionId (p. 1021)
ポリシーの現在のリビジョンにおける一意の識別子。
タイプ: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetPolicy
関数、バージョン、エイリアスのリソースベースの IAM ポリシーを返します。

リクエストの構文
GET /2015-03-31/functions/FunctionName/policy?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1023)
Lambda 関数、バージョン、またはエイリアスの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:v1 (エイリアス付き)。
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Qualifier (p. 1023)
そのリソースのポリシーを取得するバージョンまたはエイリアスを指定します。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"Policy": "string",
"RevisionId": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Policy (p. 1023)
リソースベースのポリシー。
型: 文字列
RevisionId (p. 1023)
ポリシーの現在のリビジョンにおける一意の識別子。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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GetProvisionedConcurrencyConfig
関数のエイリアスまたはバージョンに対してプロビジョニングされた同時実行数の設定を取得します。

リクエストの構文
GET /2019-09-30/functions/FunctionName/provisioned-concurrency?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1025)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
Qualifier (p. 1025)
バージョン番号またはエイリアス名。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": number,
"AvailableProvisionedConcurrentExecutions": number,
"LastModified": "string",
"RequestedProvisionedConcurrentExecutions": number,
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}

"Status": "string",
"StatusReason": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AllocatedProvisionedConcurrentExecutions (p. 1025)
割り当てられたプロビジョニング済み同時実行数。線形デプロイと Canary デプロイ時に加重エイリ
アスを使用するとき、関数バージョンにプロビジョニングされる同時実行の量に応じて、この値は変
動します。
型: 整数
有効な範囲: 最小値 は 0 です。
AvailableProvisionedConcurrentExecutions (p. 1025)
使用可能なプロビジョニング済み同時実行数。
タイプ: 整数
有効な範囲: 最小値 は 0 です。
LastModified (p. 1025)
ユーザーが最後に設定を更新した日時 (ISO 8601 形式)。
タイプ: 文字列
RequestedProvisionedConcurrentExecutions (p. 1025)
リクエストされたプロビジョニング済み同時実行数。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1。
Status (p. 1025)
割り当てプロセスのステータス
タイプ: 文字列
有効な IN_PROGRESS | READY | FAILED 値:
StatusReason (p. 1025)
失敗した割り当ての、プロビジョニング済み同時実行を割り当てられなかった理由。
タイプ: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
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ProvisionedConcurrencyConfigNotFoundException
指定した設定が存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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Invoke
Lambda 関数を呼び出します。関数は、同期的に (レスポンスを待って)、または非同期的に呼び出すこと
が可能です。関数を非同期的に呼び出すには、InvocationType を Event に設定します。
同期呼び出しの場合、エラーを含む関数レスポンスの詳細が、レスポンス本文とヘッダーに含まれます。
どちらの呼び出しタイプについても、詳細は、実行ログおよびトレースに記載されています。
エラーが発生すると、関数が複数回呼び出される可能性があります。再試行の動作は、エラータイプ、ク
ライアント、イベントソース、呼び出しタイプによって異なります。たとえば、関数を非同期に呼び出し
てエラーが返された場合、Lambda は関数を最大 2 回実行します。詳細については、「再試行動作」を参
照してください。
非同期呼び出しの場合、Lambda はイベントを、関数に送信する前にキューに追加します。関数に、
キューに対応する十分な容量がない場合、イベントが失われる可能性があります。場合によっては、エ
ラーが発生しなくても、関数が同じイベントを複数回受信することがあります。処理されなかったイベン
トを保持するには、デッドレターキューで関数を設定します。
API レスポンスのステータスコードには、関数エラーは反映されません。エラーコードは、許可エ
ラー、制限エラー、関数のコードと設定の問題など、関数の実行を妨げるエラーのために予約されていま
す。たとえば、関数を実行することで、アカウントレベル (ConcurrentInvocationLimitExceeded)
または関数レベル (ReservedFunctionConcurrentInvocationLimitExceeded) のいずれかにおい
て同時実行の制限を超える場合、Lambda は TooManyRequestsException を返します。
タイムアウトが長い関数では、同期呼び出し中にレスポンスを待機している間に、クライアントが切断さ
れる場合があります。HTTP クライアント、SDK、ファイアウォール、プロキシ、またはオペレーティン
グシステムを構成して、タイムアウトまたはキープアライブ設定での長い接続を許可するようにしてくだ
さい。
このオペレーションには lambda:InvokeFunction アクションに対するアクセス許可が必要です。クロスア
カウントの呼び出しに対する許可を設定する方法の詳細については、他のアカウントに関数のアクセス権
の付与を参照してください。

リクエストの構文
POST /2015-03-31/functions/FunctionName/invocations?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1
X-Amz-Invocation-Type: InvocationType
X-Amz-Log-Type: LogType
X-Amz-Client-Context: ClientContext
Payload

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
ClientContext (p. 1028)
コンテキストオブジェクトの、関数に渡す呼び出し側クライアントに関する、最大 3,583 バイトの
base64 エンコードのデータ。
FunctionName (p. 1028)
Lambda 関数、バージョン、またはエイリアスの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:v1 (エイリアス付き)。
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• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
InvocationType (p. 1028)
次のオプションから選択します。
• RequestResponse (デフォルト) - 関数を同期的に呼び出します。関数がレスポンスを返すかタイ
ムアウトするまで、接続を開いたままにします。API レスポンスには、関数レスポンスと追加デー
タが含まれます。
• Event - 関数を非同期的に呼び出します。複数回失敗したイベントを、関数のデッドレターキュー
に送信します (設定されている場合)。API レスポンスには、ステータスコードのみが含まれます。
• DryRun - パラメータ値を検証し、ユーザーまたはロールが、関数を呼び出すアクセス許可を持って
いることを確認します。
有効な Event | RequestResponse | DryRun 値:
LogType (p. 1028)
Tail に設定し、実行ログをレスポンスに含めます。同期的に呼び出された関数にのみ適用されま
す。
有効な None | Tail 値:
Qualifier (p. 1028)
バージョンまたはエイリアスを指定して、関数の公開されたバージョンを呼び出します。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)

リクエストボディ
リクエストは以下のバイナリデータを受け入れます。
Payload (p. 1028)
入力として Lambda 関数に提供される JSON。
JSON を直接入力できます。例えば、--payload '{ "key": "value" }' です。ファイルパスを
指定することもできます。例えば、--payload file://payload.json です。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 StatusCode
X-Amz-Function-Error: FunctionError
X-Amz-Log-Result: LogResult
X-Amz-Executed-Version: ExecutedVersion
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Payload

レスポンス要素
アクションが成功すると、以下の HTTP レスポンスが返されます。
StatusCode (p. 1029)
HTTP ステータスコードは、成功したリクエストの 200 の範囲内にあります。RequestResponse呼
び出しタイプの場合、ステータスコードは 200 です。Event呼び出しタイプの場合、ステータスコー
ドは 202 です。DryRun呼び出しタイプの場合、ステータスコードは 204 です。
レスポンスでは、以下の HTTP ヘッダーが返されます。
ExecutedVersion (p. 1029)
実行された関数のバージョン。エイリアスを使用して関数を呼び出すと、エイリアスが解決したバー
ジョンが示されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
FunctionError (p. 1029)
エラーが存在する場合、関数の実行中にエラーが発生したことを示します。エラーの詳細は、レスポ
ンスペイロードに含まれています。
LogResult (p. 1029)
実行ログの最後の 4 KBは、base64 エンコードです。
レスポンスは、HTTP 本文として以下を返します。
Payload (p. 1029)
関数からのレスポンス、またはエラーオブジェクト。

エラー
EC2AccessDeniedException
VPC 設定を構成するには、追加のアクセス許可が必要です。
HTTP ステータスコード: 502
EC2ThrottledException
AWS Lambda は、Lambda 関数用に指定されている実行ロールを使用して、Lambda 関数の初期化中
に Amazon EC2 によって調整されました。
HTTP ステータスコード: 502
EC2UnexpectedException
Lambda 関数の設定中に、AWS Lambdaが想定外の EC2 クライアントの例外を受け取りました。
HTTP ステータスコード: 502
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EFSIOException
接続されているファイルシステムの読み込みまたは書き込み中にエラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 410
EFSMountConnectivityException
関数が、設定されたファイルシステムへのネットワーク接続を確立できませんでした。
HTTP ステータスコード: 408
EFSMountFailureException
アクセス許可または設定の問題により、関数が設定されたファイルシステムをマウントできませんで
した。
HTTP ステータスコード: 403
EFSMountTimeoutException
関数は設定されたファイルシステムへネットワーク接続できましたが、マウントオペレーションがタ
イムアウトしました。
HTTP ステータスコード: 408
ENILimitReachedException
ネットワークインターフェイスの制限に達したため、Lambda 関数設定の一部として指定した VPC に
AWS Lambdaが Elastic Network Interface を作成できませんでした。
HTTP ステータスコード: 502
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestContentException
リクエストボディを JSON として解析できませんでした。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRuntimeException
指定されたランタイムまたはランタイムバージョンは、サポートされていません。
HTTP ステータスコード: 502
InvalidSecurityGroupIDException
Lambda 関数の VPC 設定で指定したセキュリティグループ ID が無効です。
HTTP ステータスコード: 502
InvalidSubnetIDException
Lambda 関数の VPC 設定で指定したサブネット ID が無効です。
HTTP ステータスコード: 502
InvalidZipFileException
AWS Lambda がデプロイパッケージを解凍できませんでした。
HTTP ステータスコード: 502
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KMSAccessDeniedException
KMS アクセスが拒否されたため、Lambda は環境変数を復号できませんでした。Lambda 関数の
KMS アクセス許可をチェックしてください。
HTTP ステータスコード: 502
KMSDisabledException
使用されている KMS キーが無効なため、Lambda は環境変数を復号できませんでした。Lambda 関数
の KMS キー設定をチェックしてください。
HTTP ステータスコード: 502
KMSInvalidStateException
使用されている KMS キーが複合無効状態のため、Lambda は環境変数を復号できませんでした。関数
の KMS キー設定をチェックしてください。
HTTP ステータスコード: 502
KMSNotFoundException
KMS キーが見つからなかったため、Lambda は環境変数を復号できませんでした。関数の KMS キー
設定をチェックしてください。
HTTP ステータスコード: 502
RequestTooLargeException
リクエストペイロードが Invoke リクエストボディの JSON 入力制限を超えました。詳細について
は、「制限」を参照してください。
HTTP ステータスコード: 413
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ResourceNotReadyException
関数が非アクティブなため、その VPC 接続を使用できません。VPC 接続が再度確立されるのを待
ち、再試行してください。
HTTP ステータスコード: 502
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
SubnetIPAddressLimitReachedException
1 つ以上の設定済みサブネットに使用可能な IP アドレスがないため、AWS Lambdaは Lambda 関数
の VPC アクセスを設定できませんでした。
HTTP ステータスコード: 502
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TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429
UnsupportedMediaTypeException
Invokeリクエストボディのコンテンツタイプが JSON ではありません。
HTTP ステータスコード: 415

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

1033

AWS Lambda デベロッパーガイド
InvokeAsync

InvokeAsync
このアクションは非推奨になりました。

Important
非同期関数呼び出しの場合は、Invoke (p. 1028) を使用します。
関数を非同期的に呼び出します。

リクエストの構文
POST /2014-11-13/functions/FunctionName/invoke-async/ HTTP/1.1
InvokeArgs

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1034)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下のバイナリデータを受け入れます。
InvokeArgs (p. 1034)
入力として Lambda 関数に提供される JSON。
必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 Status
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レスポンス要素
アクションが成功すると、以下の HTTP レスポンスが返されます。
Status (p. 1034)
ステータスコード。

エラー
InvalidRequestContentException
リクエストボディを JSON として解析できませんでした。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRuntimeException
指定されたランタイムまたはランタイムバージョンは、サポートされていません。
HTTP ステータスコード: 502
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListAliases
Lambda 関数のエイリアスのリストを返します。

リクエストの構文
GET /2015-03-31/functions/FunctionName/aliases?
FunctionVersion=FunctionVersion&Marker=Marker&MaxItems=MaxItems HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1036)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
FunctionVersion (p. 1036)
関数バージョンを指定して、そのバージョンを呼び出すエイリアスのみを一覧表示します。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
Marker (p. 1036)
次のページの結果を取得する以前のリクエストによって返される、ページ割りトークンを指定しま
す。
MaxItems (p. 1036)
返されるエイリアス数の制限。
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json
{

}

"Aliases": [
{
"AliasArn": "string",
"Description": "string",
"FunctionVersion": "string",
"Name": "string",
"RevisionId": "string",
"RoutingConfig": {
"AdditionalVersionWeights": {
"string" : number
}
}
}
],
"NextMarker": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Aliases (p. 1036)
エイリアスのリスト。
タイプ: AliasConfiguration (p. 1156) オブジェクトの配列
NextMarker (p. 1036)
さらに結果が利用可能な場合に含まれるページ割りトークン。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListCodeSigningConfigs
コード署名の設定のリストを返します。リクエストは、コールごとに最大 10,000 の設定を返しま
す。MaxItemsパラメータを使用して、呼び出しごとに返される設定の数を減らします。

リクエストの構文
GET /2020-04-22/code-signing-configs/?Marker=Marker&MaxItems=MaxItems HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
Marker (p. 1039)
次のページの結果を取得する以前のリクエストによって返される、ページ割りトークンを指定しま
す。
MaxItems (p. 1039)
返される項目の最大数。
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"CodeSigningConfigs": [
{
"AllowedPublishers": {
"SigningProfileVersionArns": [ "string" ]
},
"CodeSigningConfigArn": "string",
"CodeSigningConfigId": "string",
"CodeSigningPolicies": {
"UntrustedArtifactOnDeployment": "string"
},
"Description": "string",
"LastModified": "string"
}
],
"NextMarker": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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CodeSigningConfigs (p. 1039)
コード署名の設定
タイプ: CodeSigningConfig (p. 1161) オブジェクトの配列
NextMarker (p. 1039)
さらに結果が利用可能な場合に含まれるページ割りトークン。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListEventSourceMappings
イベントソースマッピングを一覧表示します。EventSourceArn を指定して、単一のイベントソースの
イベントソースマッピングのみを表示します。

リクエストの構文
GET /2015-03-31/event-source-mappings/?
EventSourceArn=EventSourceArn&FunctionName=FunctionName&Marker=Marker&MaxItems=MaxItems
HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
EventSourceArn (p. 1041)
イベントソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
• Amazon Kinesis - データストリームまたはストリームコンシューマーの ARN。
• Amazon DynamoDB Streams - ストリームの ARN。
• Amazon Simple Queue Service - キューの ARN。
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka - クラスターの ARN。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
FunctionName (p. 1041)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• バージョンまたはエイリアス ARN - arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:function:MyFunction:PROD.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Marker (p. 1041)
以前の呼び出しから返されたページ割りトークン。
MaxItems (p. 1041)
返されるイベントソースマッピングの最大数。ListEventSourceMappings は、数値を高く設定しても
各レスポンスで最大 100 項目しか返さないことに注意してください。
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。
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リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"EventSourceMappings": [
{
"AmazonManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"BatchSize": number,
"BisectBatchOnFunctionError": boolean,
"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
}
},
"EventSourceArn": "string",
"FilterCriteria": {
"Filters": [
{
"Pattern": "string"
}
]
},
"FunctionArn": "string",
"FunctionResponseTypes": [ "string" ],
"LastModified": number,
"LastProcessingResult": "string",
"MaximumBatchingWindowInSeconds": number,
"MaximumRecordAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number,
"ParallelizationFactor": number,
"Queues": [ "string" ],
"SelfManagedEventSource": {
"Endpoints": {
"string" : [ "string" ]
}
},
"SelfManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"SourceAccessConfigurations": [
{
"Type": "string",
"URI": "string"
}
],
"StartingPosition": "string",
"StartingPositionTimestamp": number,
"State": "string",
"StateTransitionReason": "string",
"Topics": [ "string" ],
"TumblingWindowInSeconds": number,
"UUID": "string"
}
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}

],
"NextMarker": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
EventSourceMappings (p. 1042)
イベントソースマッピングのリスト。
タイプ: EventSourceMappingConfiguration (p. 1173) オブジェクトの配列
NextMarker (p. 1042)
レスポンスにすべてのイベントソースマッピングが含まれていない場合に返されるページ割りトーク
ン。
タイプ: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2

1043

AWS Lambda デベロッパーガイド
ListEventSourceMappings

• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

1044

AWS Lambda デベロッパーガイド
ListFunctionEventInvokeConfigs

ListFunctionEventInvokeConfigs
関数の非同期呼び出しの設定リストを取得します。
非同期呼び出しのオプションを設定するには、PutFunctionEventInvokeConfig (p. 1091) を使用します。

リクエストの構文
GET /2019-09-25/functions/FunctionName/event-invoke-config/list?
Marker=Marker&MaxItems=MaxItems HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1045)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Marker (p. 1045)
次のページの結果を取得する以前のリクエストによって返される、ページ割りトークンを指定しま
す。
MaxItems (p. 1045)
返される設定の最大数。
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 50 です。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
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}

"FunctionEventInvokeConfigs": [
{
"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
}
},
"FunctionArn": "string",
"LastModified": number,
"MaximumEventAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number
}
],
"NextMarker": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
FunctionEventInvokeConfigs (p. 1045)
設定のリスト。
タイプ: FunctionEventInvokeConfig (p. 1190) オブジェクトの配列
NextMarker (p. 1045)
さらに結果が利用可能な場合に含まれるページ割りトークン。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListFunctions
各バージョン固有の設定とともに、Lambda 関数のリストを返します。Lambda は、呼び出しごとに最大
50 の関数を返します。
FunctionVersionをALLに設定して、未公開バージョンに加えて各関数のすべての公開バージョンを含
めます。

Note

ListFunctionsアクションは、FunctionConfiguration (p. 1184)フィール
ドのサブセットを返します。関数またはバージョンの追加フィールド (状
態、StateReasonCode、StateReason、LastUpdateStatus、LastUpdateStatusReason、LastUpdateStatusReasonCo
を取得するには、GetFunction (p. 992) を使用します。

リクエストの構文
GET /2015-03-31/functions/?
FunctionVersion=FunctionVersion&Marker=Marker&MasterRegion=MasterRegion&MaxItems=MaxItems
HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionVersion (p. 1048)
ALLに設定して、各関数のすべての公開バージョンのエントリを含めます。
有効な値: ALL
Marker (p. 1048)
次のページの結果を取得する以前のリクエストによって返される、ページ割りトークンを指定しま
す。
MasterRegion (p. 1048)
Lambda@Edge functions の場合、マスター関数の AWS リージョン。例えば、us-east-1 は、米国
東部 (バージニア北部) のマスター関数から、Lambda@Edge 関数のみを含めるように関数のリストを
フィルタリングします。指定する場合、FunctionVersion を ALL に設定する必要があります。
Pattern: ALL|[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}
MaxItems (p. 1048)
レスポンスで返す関数の最大数。数値を高く設定しても、ListFunctions が各レスポンスで返す項
目の最大数は 50 であることに注意してください。
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

1048

AWS Lambda デベロッパーガイド
ListFunctions
Content-type: application/json
{

"Functions": [
{
"Architectures": [ "string" ],
"CodeSha256": "string",
"CodeSize": number,
"DeadLetterConfig": {
"TargetArn": "string"
},
"Description": "string",
"Environment": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"Variables": {
"string" : "string"
}
},
"EphemeralStorage": {
"Size": number
},
"FileSystemConfigs": [
{
"Arn": "string",
"LocalMountPath": "string"
}
],
"FunctionArn": "string",
"FunctionName": "string",
"Handler": "string",
"ImageConfigResponse": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"ImageConfig": {
"Command": [ "string" ],
"EntryPoint": [ "string" ],
"WorkingDirectory": "string"
}
},
"KMSKeyArn": "string",
"LastModified": "string",
"LastUpdateStatus": "string",
"LastUpdateStatusReason": "string",
"LastUpdateStatusReasonCode": "string",
"Layers": [
{
"Arn": "string",
"CodeSize": number,
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string"
}
],
"MasterArn": "string",
"MemorySize": number,
"PackageType": "string",
"RevisionId": "string",
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string",
"State": "string",
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"StateReason": "string",
"StateReasonCode": "string",
"Timeout": number,
"TracingConfig": {
"Mode": "string"
},
"Version": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"SubnetIds": [ "string" ],
"VpcId": "string"
}

}

}
],
"NextMarker": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Functions (p. 1048)
Lambda 関数のリスト。
タイプ: FunctionConfiguration (p. 1184) オブジェクトの配列
NextMarker (p. 1048)
さらに結果が利用可能な場合に含まれるページ割りトークン。
タイプ: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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ListFunctionsByCodeSigningConfig
指定されたコード署名設定を使用する関数を一覧表示します。この方法を使用して、コード署名設定を削
除する前に、その設定を使用している関数がないことを確認できます。

リクエストの構文
GET /2020-04-22/code-signing-configs/CodeSigningConfigArn/functions?
Marker=Marker&MaxItems=MaxItems HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
CodeSigningConfigArn (p. 1052)
コード署名設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最大長は 200 です。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[a-z]+\d{1}:\d{12}:code-signing-config:csc-[a-z0-9]{17}
必須 : はい
Marker (p. 1052)
次のページの結果を取得する以前のリクエストによって返される、ページ割りトークンを指定しま
す。
MaxItems (p. 1052)
返される項目の最大数。
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"FunctionArns": [ "string" ],
"NextMarker": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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FunctionArns (p. 1052)
関数の ARN。
タイプ: 文字列の配列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
NextMarker (p. 1052)
さらに結果が利用可能な場合に含まれるページ割りトークン。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListFunctionUrlConfigs
指定した Lambda 関数について URL のリストを返します。

リクエストの構文
GET /2021-10-31/functions/FunctionName/urls?Marker=Marker&MaxItems=MaxItems HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1054)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
Marker (p. 1054)
次のページの結果を取得する以前のリクエストによって返される、ページ割りトークンを指定しま
す。
MaxItems (p. 1054)
レスポンスに返す関数 URL の最大数。数値を大きく設定しても、ListFunctionUrlConfigs が各
レスポンスで返す項目は最大 50 であることに注意してください。
有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 50 です。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"FunctionUrlConfigs": [
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{

}

"AuthType": "string",
"Cors": {
"AllowCredentials": boolean,
"AllowHeaders": [ "string" ],
"AllowMethods": [ "string" ],
"AllowOrigins": [ "string" ],
"ExposeHeaders": [ "string" ],
"MaxAge": number
},
"CreationTime": "string",
"FunctionArn": "string",
"FunctionUrl": "string",
"LastModifiedTime": "string"

}
],
"NextMarker": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
FunctionUrlConfigs (p. 1054)
関数 URL の設定のリスト。
型: FunctionUrlConfig (p. 1192) オブジェクトの配列
NextMarker (p. 1054)
さらに結果が利用可能な場合に含まれるページ割りトークン。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListLayers
AWS Lambda レイヤーをリストし、各レイヤーの最新バージョンに関する情報を表示します。ランタイ
ム識別子を指定して、そのランタイムと互換性があることを示すレイヤーのみを一覧表示します。互換性
のあるアーキテクチャを指定して、その命令セットアーキテクチャと互換性のあるレイヤーのみを含めま
す。

リクエストの構文

GET /2018-10-31/layers?
CompatibleArchitecture=CompatibleArchitecture&CompatibleRuntime=CompatibleRuntime&Marker=Marker&MaxItem
HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
CompatibleArchitecture (p. 1057)
互換性のある命令セットアーキテクチャです。
有効な x86_64 | arm64 値:
CompatibleRuntime (p. 1057)
ランタイム識別子。例えば、go1.x です。
有効な nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2 値:
Marker (p. 1057)
以前の呼び出しから返されたページ割りトークン。
MaxItems (p. 1057)
返されるレイヤーの最大数。
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 50 です。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"Layers": [
{
"LatestMatchingVersion": {
"CompatibleArchitectures": [ "string" ],
"CompatibleRuntimes": [ "string" ],
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"CreatedDate": "string",
"Description": "string",
"LayerVersionArn": "string",
"LicenseInfo": "string",
"Version": number

},
"LayerArn": "string",
"LayerName": "string"

}

}
],
"NextMarker": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Layers (p. 1057)
関数レイヤーのリスト。
型: LayersListItem (p. 1198) オブジェクトの配列
NextMarker (p. 1057)
レスポンスにすべてのレイヤーが含まれていない場合に返されるページ割りトークン。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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ListLayerVersions
AWS Lambda レイヤーのバージョンをリストします。削除されたバージョンはリストされません。ランタ
イム識別子を指定して、そのランタイムと互換性があることを示すバージョンのみを一覧表示します。互
換性のあるアーキテクチャを指定して、そのアーキテクチャと互換性のあるレイヤーバージョンのみを含
めます。

リクエストの構文

GET /2018-10-31/layers/LayerName/versions?
CompatibleArchitecture=CompatibleArchitecture&CompatibleRuntime=CompatibleRuntime&Marker=Marker&MaxItem
HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
CompatibleArchitecture (p. 1060)
互換性のある命令セットアーキテクチャです。
有効な x86_64 | arm64 値:
CompatibleRuntime (p. 1060)
ランタイム識別子。例えば、go1.x です。
有効な nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2 値:
LayerName (p. 1060)
レイヤーの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+)|
[a-zA-Z0-9-_]+
必須: はい
Marker (p. 1060)
以前の呼び出しから返されたページ割りトークン。
MaxItems (p. 1060)
返されるバージョンの最大数。
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 50 です。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。
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レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"LayerVersions": [
{
"CompatibleArchitectures": [ "string" ],
"CompatibleRuntimes": [ "string" ],
"CreatedDate": "string",
"Description": "string",
"LayerVersionArn": "string",
"LicenseInfo": "string",
"Version": number
}
],
"NextMarker": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
LayerVersions (p. 1061)
バージョンのリスト。
型: LayerVersionsListItem (p. 1201) オブジェクトの配列
NextMarker (p. 1061)
レスポンスにすべてのバージョンが含まれていない場合に返されるページ割りトークン。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
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HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

1062

AWS Lambda デベロッパーガイド
ListProvisionedConcurrencyConfigs

ListProvisionedConcurrencyConfigs
関数に対してプロビジョニングされた同時実行数の設定のリストを取得します。

リクエストの構文
GET /2019-09-30/functions/FunctionName/provisioned-concurrency?
List=ALL&Marker=Marker&MaxItems=MaxItems HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1063)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Marker (p. 1063)
次のページの結果を取得する以前のリクエストによって返される、ページ割りトークンを指定しま
す。
MaxItems (p. 1063)
返される設定の数を制限する数値を指定します。
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 50 です。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"NextMarker": "string",
"ProvisionedConcurrencyConfigs": [
{
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}

]

}

"AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": number,
"AvailableProvisionedConcurrentExecutions": number,
"FunctionArn": "string",
"LastModified": "string",
"RequestedProvisionedConcurrentExecutions": number,
"Status": "string",
"StatusReason": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextMarker (p. 1063)
さらに結果が利用可能な場合に含まれるページ割りトークン。
型: 文字列
ProvisionedConcurrencyConfigs (p. 1063)
プロビジョニングされた同時実行数の設定のリスト。
タイプ: ProvisionedConcurrencyConfigListItem (p. 1205) オブジェクトの配列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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ListTags
関数のタグを返します。タグはGetFunction (p. 992)で表示することもできます。

リクエストの構文
GET /2017-03-31/tags/ARN HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
ARN (p. 1066)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。注: Lambda では、エイリアスまたはバージョンへのタグの
追加をサポートしていません。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"Tags": {
"string" : "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Tags (p. 1066)
関数のタグ
型: 文字列間のマッピング

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListVersionsByFunction
各バージョン固有の設定とともに、バージョンのリストを返します。Lambda は、呼び出しごとに最大 50
のバージョンを返します。

リクエストの構文
GET /2015-03-31/functions/FunctionName/versions?Marker=Marker&MaxItems=MaxItems HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1068)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Marker (p. 1068)
次のページの結果を取得する以前のリクエストによって返される、ページ割りトークンを指定しま
す。
MaxItems (p. 1068)
返されるバージョンの最大数。数値を大きく設定しても、ListVersionsByFunction が各レスポン
スで返す項目は最大 50 であることに注意してください。
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"NextMarker": "string",
"Versions": [
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"Architectures": [ "string" ],
"CodeSha256": "string",
"CodeSize": number,
"DeadLetterConfig": {
"TargetArn": "string"
},
"Description": "string",
"Environment": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"Variables": {
"string" : "string"
}
},
"EphemeralStorage": {
"Size": number
},
"FileSystemConfigs": [
{
"Arn": "string",
"LocalMountPath": "string"
}
],
"FunctionArn": "string",
"FunctionName": "string",
"Handler": "string",
"ImageConfigResponse": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"ImageConfig": {
"Command": [ "string" ],
"EntryPoint": [ "string" ],
"WorkingDirectory": "string"
}
},
"KMSKeyArn": "string",
"LastModified": "string",
"LastUpdateStatus": "string",
"LastUpdateStatusReason": "string",
"LastUpdateStatusReasonCode": "string",
"Layers": [
{
"Arn": "string",
"CodeSize": number,
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string"
}
],
"MasterArn": "string",
"MemorySize": number,
"PackageType": "string",
"RevisionId": "string",
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string",
"State": "string",
"StateReason": "string",
"StateReasonCode": "string",
"Timeout": number,
"TracingConfig": {
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}

]

}

"Mode": "string"
},
"Version": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"SubnetIds": [ "string" ],
"VpcId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextMarker (p. 1068)
さらに結果が利用可能な場合に含まれるページ割りトークン。
タイプ: 文字列
Versions (p. 1068)
Lambda 関数バージョンのリスト。
タイプ: FunctionConfiguration (p. 1184) オブジェクトの配列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PublishLayerVersion
zip アーカイブからAWS Lambda レイヤーを作成します。同じレイヤー名で PublishLayerVersion を
呼び出すたびに、新しいバージョンが作成されます。
関数に、CreateFunction (p. 938)またはUpdateFunctionConfiguration (p. 1134)でレイヤーを追加します。

リクエストの構文
POST /2018-10-31/layers/LayerName/versions HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"CompatibleArchitectures": [ "string" ],
"CompatibleRuntimes": [ "string" ],
"Content": {
"S3Bucket": "string",
"S3Key": "string",
"S3ObjectVersion": "string",
"ZipFile": blob
},
"Description": "string",
"LicenseInfo": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
LayerName (p. 1072)
レイヤーの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+)|
[a-zA-Z0-9-_]+
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
CompatibleArchitectures (p. 1072)
互換性のある命令セットアーキテクチャのリストです。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 2 項目です。
有効な値: x86_64 | arm64
必須: いいえ
CompatibleRuntimes (p. 1072)
互換性のある関数のランタイムのリスト。ListLayers (p. 1057)およびListLayerVersions (p. 1060)の
フィルタリングに使用されます。
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型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 15 項目です。
有効な値: nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2
必須: いいえ
Content (p. 1072)
関数のレイヤーアーカイブ。
型: LayerVersionContentInput (p. 1199) オブジェクト
必須: はい
Description (p. 1072)
バージョンの説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ
LicenseInfo (p. 1072)
レイヤーのソフトウェアライセンス。これは、次のいずれかとなります。
• SPDX ライセンス識別子。例えば、MIT です。
• インターネットでホストされているライセンスの URL。例えば、https://opensource.org/
licenses/MIT です。
• ライセンスのフルテキスト。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 512 です。
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 201
Content-type: application/json
{

"CompatibleArchitectures": [ "string" ],
"CompatibleRuntimes": [ "string" ],
"Content": {
"CodeSha256": "string",
"CodeSize": number,
"Location": "string",
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string"
},
"CreatedDate": "string",
"Description": "string",
"LayerArn": "string",
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}

"LayerVersionArn": "string",
"LicenseInfo": "string",
"Version": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 201 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CompatibleArchitectures (p. 1073)
互換性のある命令セットアーキテクチャのリストです。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 2 項目です。
有効な x86_64 | arm64 値:
CompatibleRuntimes (p. 1073)
レイヤーの互換性のあるランタイム。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 15 項目です。
有効な値: nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2
Content (p. 1073)
レイヤーバージョンの詳細。
型: LayerVersionContentOutput (p. 1200) オブジェクト
CreatedDate (p. 1073)
レイヤーバージョンが作成された日付 (ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD))。
型: 文字列
Description (p. 1073)
バージョンの説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
LayerArn (p. 1073)
レイヤーの ARN。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+
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LayerVersionArn (p. 1073)
レイヤーバージョンの ARN。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+:
[0-9]+
LicenseInfo (p. 1073)
レイヤーのソフトウェアライセンス。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 512 です。
Version (p. 1073)
バージョン番号。
型: Long

エラー
CodeStorageExceededException
アカウントあたりの最大合計コードサイズを超えました。詳細はこちら
HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PublishVersion
現在のコードおよび関数の設定からバージョンを作成します。バージョンを使用して、変更されない関数
のコードおよび設定のスナップショットを作成します。
関数の設定とコードが最終バージョン以降に変更されていない場合、AWS Lambdaは、バージョンを公開
しません。UpdateFunctionCode (p. 1124)またはUpdateFunctionConfiguration (p. 1134)を使用して、バー
ジョンを公開する前に関数を更新します。
クライアントは、バージョンを直接呼び出すことも、エイリアスを使用して呼び出すこともできます。エ
イリアスを作成するには、CreateAlias (p. 920) を使用します。

リクエストの構文
POST /2015-03-31/functions/FunctionName/versions HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"CodeSha256": "string",
"Description": "string",
"RevisionId": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1077)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
CodeSha256 (p. 1077)
ハッシュ値が指定された値と一致した場合のみ、バージョンを発行します。このオプショ
ンを使用して、最終更新から関数コードが変更された場合にバージョンの発行を回避しま
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す。UpdateFunctionCode (p. 1124)の出力からアップロードしたバージョンのハッシュを取得できま
す。
型: 文字列
必須: いいえ
Description (p. 1077)
関数設定の説明を上書きするバージョンの説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ
RevisionId (p. 1077)
リビジョン ID が指定された ID と一致する場合にのみ、関数を更新します。このオプションを使用し
て、最終更新から関数の設定が変更された場合に、バージョンの公開を回避します。
型: 文字列
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 201
Content-type: application/json
{

"Architectures": [ "string" ],
"CodeSha256": "string",
"CodeSize": number,
"DeadLetterConfig": {
"TargetArn": "string"
},
"Description": "string",
"Environment": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"Variables": {
"string" : "string"
}
},
"EphemeralStorage": {
"Size": number
},
"FileSystemConfigs": [
{
"Arn": "string",
"LocalMountPath": "string"
}
],
"FunctionArn": "string",
"FunctionName": "string",
"Handler": "string",
"ImageConfigResponse": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
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"Message": "string"
},
"ImageConfig": {
"Command": [ "string" ],
"EntryPoint": [ "string" ],
"WorkingDirectory": "string"
}

}

},
"KMSKeyArn": "string",
"LastModified": "string",
"LastUpdateStatus": "string",
"LastUpdateStatusReason": "string",
"LastUpdateStatusReasonCode": "string",
"Layers": [
{
"Arn": "string",
"CodeSize": number,
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string"
}
],
"MasterArn": "string",
"MemorySize": number,
"PackageType": "string",
"RevisionId": "string",
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string",
"State": "string",
"StateReason": "string",
"StateReasonCode": "string",
"Timeout": number,
"TracingConfig": {
"Mode": "string"
},
"Version": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"SubnetIds": [ "string" ],
"VpcId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 201 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Architectures (p. 1078)
関数がサポートする命令セットアーキテクチャです。アーキテクチャは、有効な値の 1 つを含む文字
列配列です。デフォルトアーキテクチャ値はx86_64です。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
有効な x86_64 | arm64 値:
CodeSha256 (p. 1078)
関数のデプロイパッケージの SHA256 ハッシュ。
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型: 文字列
CodeSize (p. 1078)
関数のデプロイパッケージのサイズ (バイト単位)。
型: Long
DeadLetterConfig (p. 1078)
関数のデッドレターキュー。
型: DeadLetterConfig (p. 1167) オブジェクト
Description (p. 1078)
関数の説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
Environment (p. 1078)
関数の環境変数。AWS CloudTrail ログから除外。
タイプ: EnvironmentResponse (p. 1171) オブジェクト
EphemeralStorage (p. 1078)
関数の /tmp ディレクトリのサイズ (MB 単位)。デフォルト値は 512 ですが、512～10240 MB の範囲
で任意の整数を指定できます。
型: EphemeralStorage (p. 1172) オブジェクト
FileSystemConfigs (p. 1078)
Amazon EFS ファイルシステムの接続設定。
型: FileSystemConfig (p. 1178) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最大数は 1 項目です。
FunctionArn (p. 1078)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_\.]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
FunctionName (p. 1078)
関数の名前。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Handler (p. 1078)
Lambda が関数の実行を開始するために呼び出す関数。
型: 文字列

1080

AWS Lambda デベロッパーガイド
PublishVersion

長さの制限: 最大長は 128 です。
Pattern: [^\s]+
ImageConfigResponse (p. 1078)
関数のイメージ設定値。
型: ImageConfigResponse (p. 1196) オブジェクト
KMSKeyArn (p. 1078)
関数の環境変数を暗号化するために使用される AWS KMS key。このキーは、カスタマーマネージド
キーを設定している場合にのみ返されます。
型: 文字列
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:[a-z0-9-.]+:.*)|()
LastModified (p. 1078)
関数が最後に更新された日付と時刻 (ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD))。
型: 文字列
LastUpdateStatus (p. 1078)
関数で最後に実行された更新のステータス。これは、関数の作成完了後、最初に Successful に設定
されます。
型: 文字列
有効な Successful | Failed | InProgress 値:
LastUpdateStatusReason (p. 1078)
関数で最後に実行された更新の理由。
型: 文字列
LastUpdateStatusReasonCode (p. 1078)
関数で最後に実行された更新の理由コード。
型: 文字列
有効な EniLimitExceeded | InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration
| InternalError | SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet |
InvalidSecurityGroup | ImageDeleted | ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
Layers (p. 1078)
関数のレイヤー。
型: Layer (p. 1197) オブジェクトの配列
MasterArn (p. 1078)
Lambda@Edge 関数の場合、メイン関数の ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
MemorySize (p. 1078)
実行時に関数で使用できるメモリの量。
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型: 整数
値の範囲: 最小値 は 128 です。最大値は 10,240 です。
PackageType (p. 1078)
デプロイパッケージのタイプ。コンテナイメージでは Image に設定し、.zip ファイルアーカイブでは
Zip を設定します。
型: 文字列
有効な Zip | Image 値:
RevisionId (p. 1078)
関数またはエイリアスの最も最近更新されたリビジョン。
型: 文字列
Role (p. 1078)
関数の実行ロール。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Runtime (p. 1078)
Lambda 関数のランタイム環境。
型: 文字列
有効な nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2 値:
SigningJobArn (p. 1078)
署名ジョブの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
SigningProfileVersionArn (p. 1078)
署名プロファイルバージョンの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
State (p. 1078)
関数の現在の状態。状態が Inactive の場合、関数を呼び出すことで再アクティブ化できます。
型: 文字列
有効な Pending | Active | Inactive | Failed 値:
StateReason (p. 1078)
関数の現在の状態の理由。
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型: 文字列
StateReasonCode (p. 1078)
関数の現在の状態の理由コード。コードが Creating のときは、関数を呼び出したり変更したりする
ことはできません。
型: 文字列
有効な Idle | Creating | Restoring | EniLimitExceeded |
InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration | InternalError |
SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet | InvalidSecurityGroup | ImageDeleted
| ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
Timeout (p. 1078)
Lambda が関数を停止するまでに関数に許可する実行時間 (秒)。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 1。
TracingConfig (p. 1078)
関数の AWS X-Ray トレース設定。
型: TracingConfigResponse (p. 1212) オブジェクト
Version (p. 1078)
Lambda 関数のバージョン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
VpcConfig (p. 1078)
関数のネットワーク設定。
型: VpcConfigResponse (p. 1214) オブジェクト

エラー
CodeStorageExceededException
アカウントあたりの最大合計コードサイズを超えました。詳細はこちら
HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
PreconditionFailedException
指定された RevisionId が、Lambda 関数またはエイリアスの最新 RevisionId と一致しませ
ん。GetFunction または GetAlias API を呼び出して、リソースの最新 RevisionId を取得します。
HTTP ステータスコード: 412
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ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutFunctionCodeSigningConfig
関数のコード署名設定を更新します。コード署名設定への変更は、ユーザーが次にコードパッケージを関
数にデプロイしようとしたときに有効になります。

リクエストの構文
PUT /2020-06-30/functions/FunctionName/code-signing-config HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"CodeSigningConfigArn": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1085)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
CodeSigningConfigArn (p. 1085)
コード署名設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 200 です。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[a-z]+\d{1}:\d{12}:code-signing-config:csc-[a-z0-9]{17}
必須: はい
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レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"CodeSigningConfigArn": "string",
"FunctionName": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CodeSigningConfigArn (p. 1086)
コード署名設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 200 です。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[a-z]+\d{1}:\d{12}:code-signing-config:csc-[a-z0-9]{17}
FunctionName (p. 1086)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?

エラー
CodeSigningConfigNotFoundException
指定されたコード署名設定が存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
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ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutFunctionConcurrency
関数の同時実行数の最大値を設定して、同時実行レベルの容量を予約します。
同時実行設定は、すべての公開バージョンと未公開バージョンを含む、関数全体に適用されます。同時実
行を予約すると、指定された数のイベントを同時に処理できる容量が関数に確保され、そのレベルを超え
るスケーリングができなくなります。GetFunction (p. 992)を使用して、関数の現在の設定を表示します。
GetAccountSettings (p. 979)を使用して、リージョンの同時実行制限を表示します。関数ごとの制限が設定
されていない関数に対して、100 以上の同時実行が予約されていない限り、任意の数の関数に対する同時
実行を予約できます。詳細については、「同時実行数の管理」を参照してください。

リクエストの構文
PUT /2017-10-31/functions/FunctionName/concurrency HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"ReservedConcurrentExecutions": number

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1088)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ReservedConcurrentExecutions (p. 1088)
関数用に予約する同時実行数。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。
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必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"ReservedConcurrentExecutions": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ReservedConcurrentExecutions (p. 1089)
この関数用に予約済同時実行数。詳細については、「同時実行数の管理」を参照してください。
タイプ: 整数
有効な範囲: 最小値 は 0 です。

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutFunctionEventInvokeConfig
関数、バージョン、エイリアスで非同期呼び出しのオプションを設定します。関数、バージョン、エイリ
アスの設定が既に存在する場合は、このオペレーションによって設定が上書きされます。設定を除外する
と、それらの設定は削除されます。他のオプションの既存の設定に影響を与えずに 1 つのオプションを設
定するには、UpdateFunctionEventInvokeConfig (p. 1145) を使用します。
デフォルトでは、関数がエラーを返した場合、Lambda は非同期呼び出しを 2 回再試行します。イベン
トは最大 6 時間キューに保持されます。イベントがすべての処理に失敗した場合、または非同期呼び
出しキューに長時間残っている場合、Lambda はそれを破棄します。廃棄されたイベントを保持するに
は、UpdateFunctionConfiguration (p. 1134) を使用してデッドレターキューを設定します。
呼び出しレコードをキュー、トピック、関数、イベントバスに送信するには、送信先を指定します。成功
した呼び出し (on-success) とすべての処理試行に失敗したイベント (on-failure) に別々の送信先を設定で
きます。デッドレターキューに加えて、またはデッドレターキューの代わりに送信先を設定できます。

リクエストの構文
PUT /2019-09-25/functions/FunctionName/event-invoke-config?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
}
},
"MaximumEventAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1091)
Lambda 関数、バージョン、またはエイリアスの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:v1 (エイリアス付き)。
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
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Qualifier (p. 1091)
バージョン番号またはエイリアス名。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DestinationConfig (p. 1091)
処理のために関数に送信された後のイベントの宛先。

送信先
• 関数 - Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
• キュー - SQS キューの ARN。
• トピック - SNS トピックの ARN。
• イベントバス - Amazon EventBridge イベントバスの ARN。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
必須: いいえ
MaximumEventAgeInSeconds (p. 1091)
Lambda が処理のために関数に送信するリクエストの最大存続時間です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 60 です。最大値は 21,600 です。
必須: いいえ
MaximumRetryAttempts (p. 1091)
関数がエラーを返すときの最大再試行回数です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 2 です。
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
}
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}

},
"FunctionArn": "string",
"LastModified": number,
"MaximumEventAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DestinationConfig (p. 1092)
処理のために関数に送信された後のイベントの宛先。

送信先
• 関数 - Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
• キュー - SQS キューの ARN。
• トピック - SNS トピックの ARN。
• イベントバス - Amazon EventBridge イベントバスの ARN。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
FunctionArn (p. 1092)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
LastModified (p. 1092)
設定が最後に更新された日時 (UNIX タイム秒単位)。
型: タイムスタンプ
MaximumEventAgeInSeconds (p. 1092)
Lambda が処理のために関数に送信するリクエストの最大存続時間です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 60 です。最大値は 21,600 です。
MaximumRetryAttempts (p. 1092)
関数がエラーを返すときの最大再試行回数です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 2 です。

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutProvisionedConcurrencyConfig
プロビジョニングされた同時実行数の設定を関数のエイリアスまたはバージョンに追加します。

リクエストの構文
PUT /2019-09-30/functions/FunctionName/provisioned-concurrency?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"ProvisionedConcurrentExecutions": number

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1095)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
Qualifier (p. 1095)
バージョン番号またはエイリアス名。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ProvisionedConcurrentExecutions (p. 1095)
バージョンまたはエイリアスに割り当てるプロビジョニングされた同時実行数。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。
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必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 202
Content-type: application/json
{

}

"AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": number,
"AvailableProvisionedConcurrentExecutions": number,
"LastModified": "string",
"RequestedProvisionedConcurrentExecutions": number,
"Status": "string",
"StatusReason": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 202 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AllocatedProvisionedConcurrentExecutions (p. 1096)
割り当てられたプロビジョニング済み同時実行数。線形デプロイと Canary デプロイ時に加重エイリ
アスを使用するとき、関数バージョンにプロビジョニングされる同時実行の量に応じて、この値は変
動します。
型: 整数
有効な範囲: 最小値 は 0 です。
AvailableProvisionedConcurrentExecutions (p. 1096)
使用可能なプロビジョニング済み同時実行数。
タイプ: 整数
有効な範囲: 最小値 は 0 です。
LastModified (p. 1096)
ユーザーが最後に設定を更新した日時 (ISO 8601 形式)。
タイプ: 文字列
RequestedProvisionedConcurrentExecutions (p. 1096)
リクエストされたプロビジョニング済み同時実行数。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1。
Status (p. 1096)
割り当てプロセスのステータス
タイプ: 文字列
有効な IN_PROGRESS | READY | FAILED 値:
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StatusReason (p. 1096)
失敗した割り当ての、プロビジョニング済み同時実行を割り当てられなかった理由。
タイプ: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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RemoveLayerVersionPermission
AWS Lambda レイヤーのバージョンの許可ポリシーからステートメントを削除します。詳細については、
「AddLayerVersionPermission (p. 911)」を参照してください。

リクエストの構文
DELETE /2018-10-31/layers/LayerName/versions/VersionNumber/policy/StatementId?
RevisionId=RevisionId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
LayerName (p. 1098)
レイヤーの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
パターン: (arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9_]+)|[a-zA-Z0-9-_]+
必須 : はい
RevisionId (p. 1098)
リビジョン ID が指定した ID と一致する場合にのみ、ポリシーを更新します。このオプションを使用
して、最終読み取りから変更されたポリシーを変更しないようにします。
StatementId (p. 1098)
ステートメントが追加されたときに指定された識別子。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。
パターン: ([a-zA-Z0-9-_]+)
必須 : はい
VersionNumber (p. 1098)
バージョン番号。
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。
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エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
PreconditionFailedException
指定された RevisionId が、Lambda 関数またはエイリアスの最新 RevisionId と一致しませ
ん。GetFunction または GetAlias API を呼び出して、リソースの最新 RevisionId を取得します。
HTTP ステータスコード: 412
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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RemovePermission
AWSサービスまたは別のアカウントから、関数が使用するアクセス許可を取り消しま
す。GetPolicy (p. 1023)の出力からステートメントの ID を取得できます。

リクエストの構文
DELETE /2015-03-31/functions/FunctionName/policy/StatementId?
Qualifier=Qualifier&RevisionId=RevisionId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1100)
Lambda 関数、バージョン、またはエイリアスの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:v1 (エイリアス付き)。
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Qualifier (p. 1100)
関数の公開バージョンからアクセス許可を削除するには、バージョンまたはエイリアスを指定しま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)
RevisionId (p. 1100)
リビジョン ID が指定した ID と一致する場合にのみ、ポリシーを更新します。このオプションを使用
して、最終読み取りから変更されたポリシーを変更しないようにします。
StatementId (p. 1100)
削除するアクセス許可のステートメント ID。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。
Pattern: ([a-zA-Z0-9-_.]+)
必須: はい
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リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
PreconditionFailedException
指定された RevisionId が、Lambda 関数またはエイリアスの最新 RevisionId と一致しませ
ん。GetFunction または GetAlias API を呼び出して、リソースの最新 RevisionId を取得します。
HTTP ステータスコード: 412
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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TagResource
関数にタグを追加します。

リクエストの構文
POST /2017-03-31/tags/ARN HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"Tags": {
"string" : "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
ARN (p. 1103)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Tags (p. 1103)
関数に適用するタグのリスト。
型: 文字列から文字列へのマッピング
必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UntagResource
関数からタグを削除します。

リクエストの構文
DELETE /2017-03-31/tags/ARN?tagKeys=TagKeys HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
ARN (p. 1105)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
TagKeys (p. 1105)
関数から削除するタグキーのリスト。
必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
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HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateAlias
Lambda 関数エイリアスの設定を更新します。

リクエストの構文
PUT /2015-03-31/functions/FunctionName/aliases/Name HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"Description": "string",
"FunctionVersion": "string",
"RevisionId": "string",
"RoutingConfig": {
"AdditionalVersionWeights": {
"string" : number
}
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1107)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Name (p. 1107)
エイリアスの名前。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+)
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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Description (p. 1107)
エイリアスの説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ
FunctionVersion (p. 1107)
エイリアスが呼び出す関数バージョン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
必須: いいえ
RevisionId (p. 1107)
リビジョン ID が指定された ID と一致する場合にのみ、関数を更新します。このオプションを使用し
て、最終読み取りから変更されたエイリアスが変更されないようにします。
型: 文字列
必須: いいえ
RoutingConfig (p. 1107)
エイリアスのルーティング設定。
タイプ: AliasRoutingConfiguration (p. 1158) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"AliasArn": "string",
"Description": "string",
"FunctionVersion": "string",
"Name": "string",
"RevisionId": "string",
"RoutingConfig": {
"AdditionalVersionWeights": {
"string" : number
}
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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AliasArn (p. 1108)
エイリアスの Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Description (p. 1108)
エイリアスの説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
FunctionVersion (p. 1108)
エイリアスが呼び出す関数バージョン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
Name (p. 1108)
エイリアスの名前。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+)
RevisionId (p. 1108)
エイリアスを更新するときに変更される一意の識別子。
型: 文字列
RoutingConfig (p. 1108)
エイリアスのルーティング設定。
タイプ: AliasRoutingConfiguration (p. 1158) オブジェクト

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
PreconditionFailedException
指定された RevisionId が、Lambda 関数またはエイリアスの最新 RevisionId と一致しませ
ん。GetFunction または GetAlias API を呼び出して、リソースの最新 RevisionId を取得します。
HTTP ステータスコード: 412
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ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateCodeSigningConfig
コード署名設定を更新します。コード署名設定への変更は、ユーザーが次にコードパッケージを関数にデ
プロイしようとしたときに有効になります。

リクエストの構文
PUT /2020-04-22/code-signing-configs/CodeSigningConfigArn HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"AllowedPublishers": {
"SigningProfileVersionArns": [ "string" ]
},
"CodeSigningPolicies": {
"UntrustedArtifactOnDeployment": "string"
},
"Description": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
CodeSigningConfigArn (p. 1111)
コード署名設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最大長は 200 です。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[a-z]+\d{1}:\d{12}:code-signing-config:csc-[a-z0-9]{17}
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
AllowedPublishers (p. 1111)
このコード署名の設定用署名プロファイル。
タイプ: AllowedPublishers (p. 1159) オブジェクト
必須: いいえ
CodeSigningPolicies (p. 1111)
コード署名ポリシー。
タイプ: CodeSigningPolicies (p. 1163) オブジェクト
必須: いいえ
Description (p. 1111)
このコード署名の設定用の記述名。
型: 文字列
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長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"CodeSigningConfig": {
"AllowedPublishers": {
"SigningProfileVersionArns": [ "string" ]
},
"CodeSigningConfigArn": "string",
"CodeSigningConfigId": "string",
"CodeSigningPolicies": {
"UntrustedArtifactOnDeployment": "string"
},
"Description": "string",
"LastModified": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CodeSigningConfig (p. 1112)
コード署名の設定
タイプ: CodeSigningConfig (p. 1161) オブジェクト

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateEventSourceMapping
イベントソースマッピングを更新します。AWS Lambdaが呼び出す関数を変更して、または呼び出しを一
時停止して、後で同じ場所から再開できます。
さまざまなイベントソースの設定方法の詳細については、以下のトピックを参照してください。
• Amazon DynamoDB Streams
• Amazon Kinesis
• Amazon SQS
• Amazon MQ と RabbitMQ
• Amazon MSK
• Apache Kafka
以下のエラー処理オプションは、ストリーミングソース (DynamoDB および Kinesis) でのみ使用できま
す。
• BisectBatchOnFunctionError - 関数がエラーを返した場合は、バッチを 2 つに分割して再試行しま
す。
• DestinationConfig - 廃棄されたレコードを Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックに送
信します。
• MaximumRecordAgeInSeconds - 指定した経過期間よりも古いレコードを廃棄します。デフォルト値
は無制限 (-1) です。無制限 (-1) に設定すると、失敗したレコードはレコードの有効期限が切れるまで再
試行されます。
• MaximumRetryAttempts - 指定した再試行数の後でレコードを廃棄します。デフォルト値は無制限
(-1) です。無制限 (-1) に設定すると、失敗したレコードはレコードの有効期限が切れるまで再試行され
ます。
• ParallelizationFactor - 各シャードから同時に複数のバッチを処理します。
各イベントソースに適用される設定パラメータについては、次のトピックを参照してください。
• Amazon DynamoDB Streams
• Amazon Kinesis
• Amazon SQS
• Amazon MQ と RabbitMQ
• Amazon MSK
• Apache Kafka

リクエストの構文
PUT /2015-03-31/event-source-mappings/UUID HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

"BatchSize": number,
"BisectBatchOnFunctionError": boolean,
"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
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}

}

"Destination": "string"

},
"Enabled": boolean,
"FilterCriteria": {
"Filters": [
{
"Pattern": "string"
}
]
},
"FunctionName": "string",
"FunctionResponseTypes": [ "string" ],
"MaximumBatchingWindowInSeconds": number,
"MaximumRecordAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number,
"ParallelizationFactor": number,
"SourceAccessConfigurations": [
{
"Type": "string",
"URI": "string"
}
],
"TumblingWindowInSeconds": number

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
UUID (p. 1114)
イベントソースマッピングの識別子。
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
BatchSize (p. 1114)
Lambda がストリームまたはキューから取り出し、関数に送信する各バッチ内の最大レコード
数。Lambda は、同期呼び出しのペイロード上限 (6 MB) まで、バッチ内のすべてのレコードを単一の
呼び出しで関数に渡します。
• Amazon Kinesis - デフォルト 100。最大 10,000。
• Amazon DynamoDB Streams - デフォルト 100。最大 10,000。
• Amazon Simple Queue Service - デフォルト 10。標準キューの場合、最大値は 10,000 です。FIFO
キューの場合、最大値は 10 です。
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka - デフォルト 100。最大 10,000。
• セルフマネージド Apache Kafka - デフォルト 100。最大 10,000。
• Amazon MQ (ActiveMQ と RabbitMQ) - デフォルトは 100 です。最大 10,000。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。
必須: いいえ
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BisectBatchOnFunctionError (p. 1114)
(ストリームのみ) 関数がエラーを返した場合は、バッチを 2 つに分割して再試行します。
タイプ: ブール値
必須: いいえ
DestinationConfig (p. 1114)
(ストリームのみ) 廃棄されたレコードの Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックの送信
先。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
必須: いいえ
Enabled (p. 1114)
true の場合、イベントソースマッピングがアクティブになります。false の場合、Lambda がポーリン
グと呼び出しを一時停止します。
デフォルト: True
タイプ: ブール値
必須: いいえ
FilterCriteria (p. 1114)
(ストリーミングと Amazon SQS) Lambda がイベントを処理するかどうかを決定するフィルター条件
を定義するオブジェクト。詳細については、Lambda イベントフィルタリングを参照してください。
タイプ: FilterCriteria (p. 1180) オブジェクト
必須: いいえ
FunctionName (p. 1114)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• バージョンまたはエイリアス ARN - arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:function:MyFunction:PROD.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: いいえ
FunctionResponseTypes (p. 1114)
(ストリーミングと Amazon SQS) イベントソースマッピングに適用されている現在のレスポンスタイ
プの列挙型のリスト。
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型: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 1 項目です。
有効な ReportBatchItemFailures 値:
必須: いいえ
MaximumBatchingWindowInSeconds (p. 1114)
Lambda が関数を呼び出すまで費やすレコード収集の最大時間
(秒)。MaximumBatchingWindowInSeconds は、秒単位で 0 秒から 300 秒までの任意の値に設定で
きます。
ストリームと Amazon SQS イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルト
で 0 秒に設定されます。Amazon MSK、セルフマネージド Apache Kafka、および Amazon
MQ イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルトで 500 ミリ秒に設定されま
す。MaximumBatchingWindowInSeconds は秒単位の増分でしか変更できないため、バッチ処理
ウィンドウのデフォルト値 (500 ミリ秒) を変更すると、元に戻せなくなることに注意してください。
デフォルトのバッチ処理ウィンドウを復元するには、新しいイベントソースマッピングを作成する必
要があります。
関連設定: ストリームとAmazon SQS イベントソースの場合、BatchSize を 10 より大きい値に設定
する場合は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 300 です。
必須: いいえ
MaximumRecordAgeInSeconds (p. 1114)
(ストリームのみ) 指定した経過期間よりも古いレコードを破棄します。デフォルト値は無制限 (-1) で
す。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 604,800 です。
必須: いいえ
MaximumRetryAttempts (p. 1114)
(ストリームのみ) 指定した再試行数の後でレコードを破棄します。デフォルト値は無制限 (-1) です。
無制限 (-1) に設定すると、失敗したレコードはレコードの有効期限が切れるまで再試行されます。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 10,000 です。
必須: いいえ
ParallelizationFactor (p. 1114)
(ストリームのみ) 各シャードから同時に処理するバッチの数。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10 です。
必須: いいえ
SourceAccessConfigurations (p. 1114)
認証プロトコルの配列またはイベントソースの保護に必要な VPC コンポーネント。

1117

AWS Lambda デベロッパーガイド
UpdateEventSourceMapping

タイプ: SourceAccessConfiguration (p. 1209) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 22 項目です。
必須: いいえ
TumblingWindowInSeconds (p. 1114)
(ストリーミングのみ) 処理ウィンドウの継続時間 (秒)。指定できる範囲は 1 秒から 900 秒までです。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 900 です。
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 202
Content-type: application/json
{

"AmazonManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"BatchSize": number,
"BisectBatchOnFunctionError": boolean,
"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
}
},
"EventSourceArn": "string",
"FilterCriteria": {
"Filters": [
{
"Pattern": "string"
}
]
},
"FunctionArn": "string",
"FunctionResponseTypes": [ "string" ],
"LastModified": number,
"LastProcessingResult": "string",
"MaximumBatchingWindowInSeconds": number,
"MaximumRecordAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number,
"ParallelizationFactor": number,
"Queues": [ "string" ],
"SelfManagedEventSource": {
"Endpoints": {
"string" : [ "string" ]
}
},
"SelfManagedKafkaEventSourceConfig": {
"ConsumerGroupId": "string"
},
"SourceAccessConfigurations": [
{
"Type": "string",
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}

}

"URI": "string"

],
"StartingPosition": "string",
"StartingPositionTimestamp": number,
"State": "string",
"StateTransitionReason": "string",
"Topics": [ "string" ],
"TumblingWindowInSeconds": number,
"UUID": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 202 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1118)
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) のイベントソースに関する特定の設定
です。
タイプ: AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1160) オブジェクト
BatchSize (p. 1118)
Lambda がストリームまたはキューから取り出し、関数に送信する各バッチ内の最大レコード
数。Lambda は、同期呼び出しのペイロード上限 (6 MB) まで、バッチ内のすべてのレコードを単一の
呼び出しで関数に渡します。
デフォルト値: サービスによって異なります。Amazon SQS の場合、デフォルトは 10 です。他のすべ
てのサービスでは、デフォルトは 100 です。
関連設定: BatchSize を 10 より大きい値に設定する場合
は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。
BisectBatchOnFunctionError (p. 1118)
(ストリームのみ) 関数がエラーを返した場合は、バッチを 2 つに分割して再試行します。デフォルト
値は false です。
型: ブール値
DestinationConfig (p. 1118)
(ストリームのみ) 廃棄されたレコードの Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックの送信
先。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
EventSourceArn (p. 1118)
イベントソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
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FilterCriteria (p. 1118)
(ストリーミングと Amazon SQS) Lambda がイベントを処理するかどうかを決定するフィルター条件
を定義するオブジェクト。詳細については、Lambda イベントフィルタリングを参照してください。
タイプ: FilterCriteria (p. 1180) オブジェクト
FunctionArn (p. 1118)
Lambda 関数の ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
FunctionResponseTypes (p. 1118)
(ストリーミングと Amazon SQS) イベントソースマッピングに適用されている現在のレスポンスタイ
プの列挙型のリスト。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 1 項目です。
有効な ReportBatchItemFailures 値:
LastModified (p. 1118)
イベントソースマッピングが最後に更新された日付、またはその状態が変更された日付 (Unix タイム
秒単位)。
タイプ: タイムスタンプ
LastProcessingResult (p. 1118)
関数の最後の Lambda 呼び出しの結果。
型: 文字列
MaximumBatchingWindowInSeconds (p. 1118)
Lambda が関数を呼び出すまで費やすレコード収集の最大時間
(秒)。MaximumBatchingWindowInSeconds は、秒単位で 0 秒から 300 秒までの任意の値に設定で
きます。
ストリームと Amazon SQS イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルト
で 0 秒に設定されます。Amazon MSK、セルフマネージド Apache Kafka、および Amazon
MQ イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルトで 500 ミリ秒に設定されま
す。MaximumBatchingWindowInSeconds は秒単位の増分でしか変更できないため、バッチ処理
ウィンドウのデフォルト値 (500 ミリ秒) を変更すると、元に戻せなくなることに注意してください。
デフォルトのバッチ処理ウィンドウを復元するには、新しいイベントソースマッピングを作成する必
要があります。
関連設定: ストリームとAmazon SQS イベントソースの場合、BatchSize を 10 より大きい値に設定
する場合は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 300 です。
MaximumRecordAgeInSeconds (p. 1118)
(ストリームのみ) 指定した経過期間よりも古いレコードを破棄します。デフォルト値は -1 で、最大経
過時間は無限です。値が無限に設定されている場合、Lambda が古いレコードを廃棄することはあり
ません。
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タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 604,800 です。
MaximumRetryAttempts (p. 1118)
(ストリームのみ) 指定した再試行数の後でレコードを破棄します。デフォルト値の -1 により、最大再
試行回数は無限に設定されます。MaximumRetryAttempts が無限の場合、Lambda はイベントソース
でレコードの有効期限が切れるまで、失敗したレコードを再試行します。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 10,000 です。
ParallelizationFactor (p. 1118)
(ストリーミングのみ) 各シャードから同時に処理するバッチの数。デフォルト値は 1 です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10 です。
Queues (p. 1118)
(Amazon MQ) 消費する Amazon MQ ブローカーの送信先キューの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。
Pattern: [\s\S]*
SelfManagedEventSource (p. 1118)
イベントソースのセルフマネージド Apache Kafka クラスター。
タイプ: SelfManagedEventSource (p. 1207) オブジェクト
SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1118)
セルフマネージド Apache Kafka イベントソースの特定の設定。
タイプ: SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1208) オブジェクト
SourceAccessConfigurations (p. 1118)
認証プロトコルの配列、VPC コンポーネント、イベントソースを保護して定義する仮想ホスト。
タイプ: SourceAccessConfiguration (p. 1209) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 22 項目です。
StartingPosition (p. 1118)
読み取りを開始するストリームの場所。Amazon Kinesis、Amazon DynamoDB、Amazon MSK スト
リーミングソースに必要です。AT_TIMESTAMP は、Amazon Kinesis Streams でのみサポートされて
います。
型: 文字列
有効な TRIM_HORIZON | LATEST | AT_TIMESTAMP 値:
StartingPositionTimestamp (p. 1118)
StartingPosition が AT_TIMESTAMP に設定されている場合、Unix タイム秒単位で読み取りをス
タートする時間です。
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型: タイムスタンプ
State (p. 1118)
イベントソースマッピングの状態。次のうちの 1 つになる可能性があります:
Creating、Enabling、Enabled、Disabling、Disabled、Updating、Deleting。
型: 文字列
StateTransitionReason (p. 1118)
ユーザーまたは Lambda がイベントソースマッピングを最後に変更したかどうかを示します。
型: 文字列
Topics (p. 1118)
Kafka トピックの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 249 です。
Pattern: ^[^.]([a-zA-Z0-9\-_.]+)
TumblingWindowInSeconds (p. 1118)
(ストリーミングのみ) 処理ウィンドウの継続時間 (秒)。範囲は 1～900 秒です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 900 です。
UUID (p. 1118)
イベントソースマッピングの識別子。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceInUseException
オペレーションがリソースの可用性と競合しています。たとえば、CREATING で EventSource マッ
ピングを更新しようとしたり、現在 UPDATING 状態にある EventSource マッピングを削除しようと
したとします。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
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HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateFunctionCode
Lambda 関数のコードを更新します。関数でコード署名が有効になっている場合、コードパッケージは信
頼できる発行元によって署名されている必要があります。詳細については、「コード署名の設定」を参照
してください。
関数のパッケージタイプが Image の場合は、Amazon ECR レジストリのコンテナイメージの URI として
ImageUri のコードパッケージを指定する必要があります。
関数のパッケージタイプが Zip の場合は、デプロイパッケージを .zip ファイルアーカイブとして指定す
る必要があります。コードの .zip ファイルロケーションの Amazon S3 バケットとキーを入力します。ま
た、ZipFile フィールドを使用してインラインで関数コードを入力することもできます。
デプロイパッケージのコードは、関数のターゲット命令セットアーキテクチャと互換性がある必要があり
ます (x86-64またはarm64)。
バージョンを公開すると、関数のコードがロックされます。公開バージョンのコードを変更することはで
きません。未公開バージョンのみです。

Note
コンテナイメージとして定義された関数の場合、Lambda はイメージタグをイメージダイジェス
トに転換します。Amazon ECR では、イメージタグを新しいイメージに更新しても、Lambda は
関数を自動的に更新しません。

リクエストの構文
PUT /2015-03-31/functions/FunctionName/code HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"Architectures": [ "string" ],
"DryRun": boolean,
"ImageUri": "string",
"Publish": boolean,
"RevisionId": "string",
"S3Bucket": "string",
"S3Key": "string",
"S3ObjectVersion": "string",
"ZipFile": blob

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1124)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
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Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Architectures (p. 1124)
関数がサポートする命令セットアーキテクチャです。有効な値 (arm64 または x86_64) の 1 つを含む
文字列配列を入力します。デフォルト値は x86_64 です。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
有効な x86_64 | arm64 値:
必須: いいえ
DryRun (p. 1124)
関数コードを変更せずにリクエストパラメータとアクセス許可を検証するには、true に設定します。
型: ブール値
必須: いいえ
ImageUri (p. 1124)
Amazon ECR レジストリ内のコンテナイメージの URI。.zip ファイルアーカイブで定義された関数に
は使用しないでください。
型: 文字列
必須: いいえ
Publish (p. 1124)
true に設定すると、コードの更新後に関数の新しいバージョンが公開されます。これは
PublishVersion (p. 1077) を個別に呼び出すのと同じ効果があります。
型: ブール値
必須: いいえ
RevisionId (p. 1124)
リビジョン ID が指定された ID と一致する場合にのみ、関数を更新します。このオプションを使用し
て、最後に読み取りを行った後に変更された関数を変更しないようにします。
型: 文字列
必須: いいえ
S3Bucket (p. 1124)
ユーザーの関数と同じ AWS リージョンにある Amazon S3 バケット。バケットがある AWS アカウン
トは異なる場合があります。.zip ファイルアーカイブのデプロイパッケージで定義された関数でのみ
使用します。
型: 文字列
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長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 63 です。
Pattern: ^[0-9A-Za-z\.\-_]*(?<!\.)$
必須: いいえ
S3Key (p. 1124)
デプロイパッケージの Amazon S3 キーです。.zip ファイルアーカイブのデプロイパッケージで定義さ
れた関数でのみ使用します。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
必須: いいえ
S3ObjectVersion (p. 1124)
バージョニングオブエクトの場合、使用するデプロイパッケージオブジェクトのバージョンです。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
必須: いいえ
ZipFile (p. 1124)
デプロイパッケージの base64 エンコードコンテンツ。AWSSDK および AWS CLI クライアントによ
りエンコーディングが処理されます。.zip ファイルアーカイブのデプロイパッケージで定義された関
数でのみ使用します。
型: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"Architectures": [ "string" ],
"CodeSha256": "string",
"CodeSize": number,
"DeadLetterConfig": {
"TargetArn": "string"
},
"Description": "string",
"Environment": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"Variables": {
"string" : "string"
}
},
"EphemeralStorage": {
"Size": number
},
"FileSystemConfigs": [
{
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"Arn": "string",
"LocalMountPath": "string"

}

}
],
"FunctionArn": "string",
"FunctionName": "string",
"Handler": "string",
"ImageConfigResponse": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"ImageConfig": {
"Command": [ "string" ],
"EntryPoint": [ "string" ],
"WorkingDirectory": "string"
}
},
"KMSKeyArn": "string",
"LastModified": "string",
"LastUpdateStatus": "string",
"LastUpdateStatusReason": "string",
"LastUpdateStatusReasonCode": "string",
"Layers": [
{
"Arn": "string",
"CodeSize": number,
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string"
}
],
"MasterArn": "string",
"MemorySize": number,
"PackageType": "string",
"RevisionId": "string",
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string",
"State": "string",
"StateReason": "string",
"StateReasonCode": "string",
"Timeout": number,
"TracingConfig": {
"Mode": "string"
},
"Version": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"SubnetIds": [ "string" ],
"VpcId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Architectures (p. 1126)
関数がサポートする命令セットアーキテクチャです。アーキテクチャは、有効な値の 1 つを含む文字
列配列です。デフォルトアーキテクチャ値はx86_64です。
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型: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
有効な x86_64 | arm64 値:
CodeSha256 (p. 1126)
関数のデプロイパッケージの SHA256 ハッシュ。
型: 文字列
CodeSize (p. 1126)
関数のデプロイパッケージのサイズ (バイト単位)。
型: Long
DeadLetterConfig (p. 1126)
関数のデッドレターキュー。
型: DeadLetterConfig (p. 1167) オブジェクト
Description (p. 1126)
関数の説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
Environment (p. 1126)
関数の環境変数。AWS CloudTrail ログから除外。
タイプ: EnvironmentResponse (p. 1171) オブジェクト
EphemeralStorage (p. 1126)
関数の /tmp ディレクトリのサイズ (MB 単位)。デフォルト値は 512 ですが、512～10240 MB の範囲
で任意の整数を指定できます。
型: EphemeralStorage (p. 1172) オブジェクト
FileSystemConfigs (p. 1126)
Amazon EFS ファイルシステムの接続設定。
型: FileSystemConfig (p. 1178) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最大数は 1 項目です。
FunctionArn (p. 1126)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_\.]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
FunctionName (p. 1126)
関数の名前。
型: 文字列
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長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Handler (p. 1126)
Lambda が関数の実行を開始するために呼び出す関数。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 128 です。
Pattern: [^\s]+
ImageConfigResponse (p. 1126)
関数のイメージ設定値。
型: ImageConfigResponse (p. 1196) オブジェクト
KMSKeyArn (p. 1126)
関数の環境変数を暗号化するために使用される AWS KMS key。このキーは、カスタマーマネージド
キーを設定している場合にのみ返されます。
型: 文字列
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:[a-z0-9-.]+:.*)|()
LastModified (p. 1126)
関数が最後に更新された日付と時刻 (ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD))。
型: 文字列
LastUpdateStatus (p. 1126)
関数で最後に実行された更新のステータス。これは、関数の作成完了後、最初に Successful に設定
されます。
型: 文字列
有効な Successful | Failed | InProgress 値:
LastUpdateStatusReason (p. 1126)
関数で最後に実行された更新の理由。
型: 文字列
LastUpdateStatusReasonCode (p. 1126)
関数で最後に実行された更新の理由コード。
型: 文字列
有効な EniLimitExceeded | InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration
| InternalError | SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet |
InvalidSecurityGroup | ImageDeleted | ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
Layers (p. 1126)
関数のレイヤー。
型: Layer (p. 1197) オブジェクトの配列
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MasterArn (p. 1126)
Lambda@Edge 関数の場合、メイン関数の ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
MemorySize (p. 1126)
実行時に関数で使用できるメモリの量。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 128 です。最大値は 10,240 です。
PackageType (p. 1126)
デプロイパッケージのタイプ。コンテナイメージでは Image に設定し、.zip ファイルアーカイブでは
Zip を設定します。
型: 文字列
有効な Zip | Image 値:
RevisionId (p. 1126)
関数またはエイリアスの最も最近更新されたリビジョン。
型: 文字列
Role (p. 1126)
関数の実行ロール。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Runtime (p. 1126)
Lambda 関数のランタイム環境。
型: 文字列
有効な nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2 値:
SigningJobArn (p. 1126)
署名ジョブの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
SigningProfileVersionArn (p. 1126)
署名プロファイルバージョンの ARN。
型: 文字列

1130

AWS Lambda デベロッパーガイド
UpdateFunctionCode

Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
State (p. 1126)
関数の現在の状態。状態が Inactive の場合、関数を呼び出すことで再アクティブ化できます。
型: 文字列
有効な Pending | Active | Inactive | Failed 値:
StateReason (p. 1126)
関数の現在の状態の理由。
型: 文字列
StateReasonCode (p. 1126)
関数の現在の状態の理由コード。コードが Creating のときは、関数を呼び出したり変更したりする
ことはできません。
型: 文字列
有効な Idle | Creating | Restoring | EniLimitExceeded |
InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration | InternalError |
SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet | InvalidSecurityGroup | ImageDeleted
| ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
Timeout (p. 1126)
Lambda が関数を停止するまでに関数に許可する実行時間 (秒)。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 1。
TracingConfig (p. 1126)
関数の AWS X-Ray トレース設定。
型: TracingConfigResponse (p. 1212) オブジェクト
Version (p. 1126)
Lambda 関数のバージョン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
VpcConfig (p. 1126)
関数のネットワーク設定。
型: VpcConfigResponse (p. 1214) オブジェクト

エラー
CodeSigningConfigNotFoundException
指定されたコード署名設定が存在しません。
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HTTP ステータスコード: 404
CodeStorageExceededException
アカウントあたりの最大合計コードサイズを超えました。詳細はこちら
HTTP ステータスコード: 400
CodeVerificationFailedException
コード署名が、署名の不一致または有効期限の検証チェックの 1 つ以上に失敗し、コード署名ポリ
シーが ENSORCE に設定されています。Lambda はデプロイをブロックします。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidCodeSignatureException
コード署名が整合性チェックに失敗しました。コード署名ポリシーが WARN に設定されていても、整
合性チェックに失敗した場合、Lambda は常にデプロイをブロックします。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
PreconditionFailedException
指定された RevisionId が、Lambda 関数またはエイリアスの最新 RevisionId と一致しませ
ん。GetFunction または GetAlias API を呼び出して、リソースの最新 RevisionId を取得します。
HTTP ステータスコード: 412
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateFunctionConfiguration
Lambda 関数のバージョン固有の設定を変更します。
関数を更新すると、Lambda はその関数のインスタンスとそのサポートリソースをプロビジョニングしま
す。関数を VPC に接続する際、このプロセスには 1 分かかることがあります。この間、関数を変更する
ことはできませんが、呼び出すことはできます。GetFunctionConfiguration (p. 1001) からのレスポンス
のLastUpdateStatus、LastUpdateStatusReason、LastUpdateStatusReasonCode フィールド
は、更新が完了し、関数が新しい設定でイベントを処理していることを示します。詳細については、「関
数の状態」を参照してください。
これらの設定は、関数のバージョン間で異なる可能性があり、バージョンを公開するとロックされます。
公開バージョンの設定を変更することはできません。未公開バージョンのみです。
関数の同時実行を設定するには、PutFunctionConcurrency (p. 1088) を使用します。アカウントまたは
AWS サービスに呼び出し許可を付与するには、AddPermission (p. 915) を使用します。

リクエストの構文
PUT /2015-03-31/functions/FunctionName/configuration HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"DeadLetterConfig": {
"TargetArn": "string"
},
"Description": "string",
"Environment": {
"Variables": {
"string" : "string"
}
},
"EphemeralStorage": {
"Size": number
},
"FileSystemConfigs": [
{
"Arn": "string",
"LocalMountPath": "string"
}
],
"Handler": "string",
"ImageConfig": {
"Command": [ "string" ],
"EntryPoint": [ "string" ],
"WorkingDirectory": "string"
},
"KMSKeyArn": "string",
"Layers": [ "string" ],
"MemorySize": number,
"RevisionId": "string",
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"Timeout": number,
"TracingConfig": {
"Mode": "string"
},
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"SubnetIds": [ "string" ]
}
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URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1134)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DeadLetterConfig (p. 1134)
処理に失敗したときに Lambda が非同期イベントを送信するキューまたはトピックを指定するデッド
レターキュー構成。詳細については、「デッドレターキュー」を参照してください。
型: DeadLetterConfig (p. 1167) オブジェクト
必須: いいえ
Description (p. 1134)
関数の説明です。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ
Environment (p. 1134)
実行中に関数コードからアクセス可能な環境変数。
型: Environment (p. 1169) オブジェクト
必須: いいえ
EphemeralStorage (p. 1134)
関数の /tmp ディレクトリのサイズ (MB 単位)。デフォルト値は 512 ですが、512～10240 MB の範囲
で任意の整数を指定できます。
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型: EphemeralStorage (p. 1172) オブジェクト
必須: いいえ
FileSystemConfigs (p. 1134)
Amazon EFS ファイルシステムの接続設定。
型: FileSystemConfig (p. 1178) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最大数は 1 項目です。
必須: いいえ
Handler (p. 1134)
関数を実行するために Lambda が呼び出すコード内のメソッドの名前。デプロイパッケージが .zip
ファイルアーカイブの場合は、Handler が必要です。形式にはファイル名を含めます。また、ランタ
イムに応じて名前空間や他の修飾子を含めることもできます。詳細については、「プログラミングモ
デル」を参照してください。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 128 です。
Pattern: [^\s]+
必須: いいえ
ImageConfig (p. 1134)
コンテナイメージ Docker ファイル の値を上書きするコンテナイメージ設定値。
型: ImageConfig (p. 1194) オブジェクト
必須: いいえ
KMSKeyArn (p. 1134)
関数の環境変数の暗号化に使用される AWS キー管理サービス (AWS KMS) キーの ARN。指定されな
い場合、AWS Lambda はデフォルトのサービスキーを使用します。
型: 文字列
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:[a-z0-9-.]+:.*)|()
必須: いいえ
Layers (p. 1134)
関数の実行環境に追加する関数レイヤーのリスト。その ARN ごとに各レイヤーを指定します (バー
ジョンも含めます)。
型: 文字列の配列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+:
[0-9]+
必須: いいえ
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MemorySize (p. 1134)
実行時に関数で使用できるメモリの量。関数のメモリを増やすと、関数の CPU 割り当ても増えま
す。デフォルト値は 128 MB です。値には、1 MB の任意の倍数を指定できます。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 128 です。最大値は 10,240 です。
必須: いいえ
RevisionId (p. 1134)
リビジョン ID が指定された ID と一致する場合にのみ、関数を更新します。このオプションを使用し
て、最後に読み取りを行った後に変更された関数を変更しないようにします。
型: 文字列
必須: いいえ
Role (p. 1134)
関数の実行ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
必須: いいえ
Runtime (p. 1134)
関数のランタイムの識別子です。デプロイパッケージが .zip ファイルアーカイブの場合は、ランタイ
ムが必要です。
型: 文字列
有効な nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2 値:
必須: いいえ
Timeout (p. 1134)
Lambda が関数を停止するまでに関数に許可する実行時間 (秒)。デフォルト値は 3 秒です。最大許容
値は 900 秒です。詳細については、「Lambda 実行環境」をご参照ください。
型: 整数
有効な範囲: 最小値 は 1 です。
必須: いいえ
TracingConfig (p. 1134)
Mode を Active に設定し、X-Ray で着信リクエストのサブセットをサンプリングおよびトレースし
ます。
型: TracingConfig (p. 1211) オブジェクト
必須: いいえ
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VpcConfig (p. 1134)
VPC の AWS リソースへのネットワーク接続の場合は、VPC のセキュリティグループとサブネット
のリストを指定します。関数を VPC に接続する場合は、その VPC を介してのみリソースとインター
ネットにアクセスできます。詳細については、「VPC 設定」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 1213) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"Architectures": [ "string" ],
"CodeSha256": "string",
"CodeSize": number,
"DeadLetterConfig": {
"TargetArn": "string"
},
"Description": "string",
"Environment": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"Variables": {
"string" : "string"
}
},
"EphemeralStorage": {
"Size": number
},
"FileSystemConfigs": [
{
"Arn": "string",
"LocalMountPath": "string"
}
],
"FunctionArn": "string",
"FunctionName": "string",
"Handler": "string",
"ImageConfigResponse": {
"Error": {
"ErrorCode": "string",
"Message": "string"
},
"ImageConfig": {
"Command": [ "string" ],
"EntryPoint": [ "string" ],
"WorkingDirectory": "string"
}
},
"KMSKeyArn": "string",
"LastModified": "string",
"LastUpdateStatus": "string",
"LastUpdateStatusReason": "string",
"LastUpdateStatusReasonCode": "string",
"Layers": [
{
"Arn": "string",
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"CodeSize": number,
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string"

}

}
],
"MasterArn": "string",
"MemorySize": number,
"PackageType": "string",
"RevisionId": "string",
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"SigningJobArn": "string",
"SigningProfileVersionArn": "string",
"State": "string",
"StateReason": "string",
"StateReasonCode": "string",
"Timeout": number,
"TracingConfig": {
"Mode": "string"
},
"Version": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"SubnetIds": [ "string" ],
"VpcId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Architectures (p. 1138)
関数がサポートする命令セットアーキテクチャです。アーキテクチャは、有効な値の 1 つを含む文字
列配列です。デフォルトアーキテクチャ値はx86_64です。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
有効な x86_64 | arm64 値:
CodeSha256 (p. 1138)
関数のデプロイパッケージの SHA256 ハッシュ。
型: 文字列
CodeSize (p. 1138)
関数のデプロイパッケージのサイズ (バイト単位)。
型: Long
DeadLetterConfig (p. 1138)
関数のデッドレターキュー。
型: DeadLetterConfig (p. 1167) オブジェクト
Description (p. 1138)
関数の説明。
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型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
Environment (p. 1138)
関数の環境変数。AWS CloudTrail ログから除外。
タイプ: EnvironmentResponse (p. 1171) オブジェクト
EphemeralStorage (p. 1138)
関数の /tmp ディレクトリのサイズ (MB 単位)。デフォルト値は 512 ですが、512～10240 MB の範囲
で任意の整数を指定できます。
型: EphemeralStorage (p. 1172) オブジェクト
FileSystemConfigs (p. 1138)
Amazon EFS ファイルシステムの接続設定。
型: FileSystemConfig (p. 1178) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最大数は 1 項目です。
FunctionArn (p. 1138)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_\.]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
FunctionName (p. 1138)
関数の名前。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Handler (p. 1138)
Lambda が関数の実行を開始するために呼び出す関数。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 128 です。
Pattern: [^\s]+
ImageConfigResponse (p. 1138)
関数のイメージ設定値。
型: ImageConfigResponse (p. 1196) オブジェクト
KMSKeyArn (p. 1138)
関数の環境変数を暗号化するために使用される AWS KMS key。このキーは、カスタマーマネージド
キーを設定している場合にのみ返されます。
型: 文字列
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Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:[a-z0-9-.]+:.*)|()
LastModified (p. 1138)
関数が最後に更新された日付と時刻 (ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD))。
型: 文字列
LastUpdateStatus (p. 1138)
関数で最後に実行された更新のステータス。これは、関数の作成完了後、最初に Successful に設定
されます。
型: 文字列
有効な Successful | Failed | InProgress 値:
LastUpdateStatusReason (p. 1138)
関数で最後に実行された更新の理由。
型: 文字列
LastUpdateStatusReasonCode (p. 1138)
関数で最後に実行された更新の理由コード。
型: 文字列
有効な EniLimitExceeded | InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration
| InternalError | SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet |
InvalidSecurityGroup | ImageDeleted | ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
Layers (p. 1138)
関数のレイヤー。
型: Layer (p. 1197) オブジェクトの配列
MasterArn (p. 1138)
Lambda@Edge 関数の場合、メイン関数の ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
MemorySize (p. 1138)
実行時に関数で使用できるメモリの量。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 128 です。最大値は 10,240 です。
PackageType (p. 1138)
デプロイパッケージのタイプ。コンテナイメージでは Image に設定し、.zip ファイルアーカイブでは
Zip を設定します。
型: 文字列
有効な Zip | Image 値:
RevisionId (p. 1138)
関数またはエイリアスの最も最近更新されたリビジョン。
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型: 文字列
Role (p. 1138)
関数の実行ロール。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Runtime (p. 1138)
Lambda 関数のランタイム環境。
型: 文字列
有効な nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2 値:
SigningJobArn (p. 1138)
署名ジョブの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
SigningProfileVersionArn (p. 1138)
署名プロファイルバージョンの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
State (p. 1138)
関数の現在の状態。状態が Inactive の場合、関数を呼び出すことで再アクティブ化できます。
型: 文字列
有効な Pending | Active | Inactive | Failed 値:
StateReason (p. 1138)
関数の現在の状態の理由。
型: 文字列
StateReasonCode (p. 1138)
関数の現在の状態の理由コード。コードが Creating のときは、関数を呼び出したり変更したりする
ことはできません。
型: 文字列
有効な Idle | Creating | Restoring | EniLimitExceeded |
InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration | InternalError |
SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet | InvalidSecurityGroup | ImageDeleted
| ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
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Timeout (p. 1138)
Lambda が関数を停止するまでに関数に許可する実行時間 (秒)。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 1。
TracingConfig (p. 1138)
関数の AWS X-Ray トレース設定。
型: TracingConfigResponse (p. 1212) オブジェクト
Version (p. 1138)
Lambda 関数のバージョン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
VpcConfig (p. 1138)
関数のネットワーク設定。
型: VpcConfigResponse (p. 1214) オブジェクト

エラー
CodeSigningConfigNotFoundException
指定されたコード署名設定が存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
CodeVerificationFailedException
コード署名が、署名の不一致または有効期限の検証チェックの 1 つ以上に失敗し、コード署名ポリ
シーが ENSORCE に設定されています。Lambda はデプロイをブロックします。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidCodeSignatureException
コード署名が整合性チェックに失敗しました。コード署名ポリシーが WARN に設定されていても、整
合性チェックに失敗した場合、Lambda は常にデプロイをブロックします。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
PreconditionFailedException
指定された RevisionId が、Lambda 関数またはエイリアスの最新 RevisionId と一致しませ
ん。GetFunction または GetAlias API を呼び出して、リソースの最新 RevisionId を取得します。
HTTP ステータスコード: 412
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ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateFunctionEventInvokeConfig
関数、バージョン、エイリアスの非同期呼び出しの設定を更新します。
非同期呼び出しのオプションを設定するには、PutFunctionEventInvokeConfig (p. 1091) を使用します。

リクエストの構文
POST /2019-09-25/functions/FunctionName/event-invoke-config?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
}
},
"MaximumEventAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1145)
Lambda 関数、バージョン、またはエイリアスの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:v1 (エイリアス付き)。
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須 : はい
Qualifier (p. 1145)
バージョン番号またはエイリアス名。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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DestinationConfig (p. 1145)
処理のために関数に送信された後のイベントの宛先。

送信先
• 関数 - Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
• キュー - SQS キューの ARN。
• トピック - SNS トピックの ARN。
• イベントバス - Amazon EventBridge イベントバスの ARN。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
必須: いいえ
MaximumEventAgeInSeconds (p. 1145)
Lambda が処理のために関数に送信するリクエストの最大存続時間です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 60 です。最大値は 21,600 です。
必須: いいえ
MaximumRetryAttempts (p. 1145)
関数がエラーを返すときの最大再試行回数です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 2 です。
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"DestinationConfig": {
"OnFailure": {
"Destination": "string"
},
"OnSuccess": {
"Destination": "string"
}
},
"FunctionArn": "string",
"LastModified": number,
"MaximumEventAgeInSeconds": number,
"MaximumRetryAttempts": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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DestinationConfig (p. 1146)
処理のために関数に送信された後のイベントの宛先。

送信先
• 関数 - Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
• キュー - SQS キューの ARN。
• トピック - SNS トピックの ARN。
• イベントバス - Amazon EventBridge イベントバスの ARN。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
FunctionArn (p. 1146)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
LastModified (p. 1146)
設定が最後に更新された日時 (UNIX タイム秒単位)。
型: タイムスタンプ
MaximumEventAgeInSeconds (p. 1146)
Lambda が処理のために関数に送信するリクエストの最大存続時間です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 60 です。最大値は 21,600 です。
MaximumRetryAttempts (p. 1146)
関数がエラーを返すときの最大再試行回数です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 2 です。

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404

1147

AWS Lambda デベロッパーガイド
UpdateFunctionEventInvokeConfig

ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateFunctionUrlConfig
Lambda 関数 URL の設定を更新します。

リクエストの構文
PUT /2021-10-31/functions/FunctionName/url?Qualifier=Qualifier HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"AuthType": "string",
"Cors": {
"AllowCredentials": boolean,
"AllowHeaders": [ "string" ],
"AllowMethods": [ "string" ],
"AllowOrigins": [ "string" ],
"ExposeHeaders": [ "string" ],
"MaxAge": number
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FunctionName (p. 1149)
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
Qualifier (p. 1149)
エイリアス名。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (^\$LATEST$)|((?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+))

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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AuthType (p. 1149)
関数 URL が使用する認証のタイプ。アクセスを認証された IAM ユーザーのみに制限する場合、値
に AWS_IAM を設定します。IAM 認証をバイパスしてパブリックエンドポイントを作成する場合は、
値に NONE を設定します。詳細については、「Security and auth model for Lambda function URLs」
(Lambda 関数 URL におけるセキュリティと認証モデル) を参照してください。
型: 文字列
有効な値: NONE | AWS_IAM
必須: いいえ
Cors (p. 1149)
関数 URL のための、Cross-Origin Resource Sharing(CORS) 設定。
型: Cors (p. 1165) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"AuthType": "string",
"Cors": {
"AllowCredentials": boolean,
"AllowHeaders": [ "string" ],
"AllowMethods": [ "string" ],
"AllowOrigins": [ "string" ],
"ExposeHeaders": [ "string" ],
"MaxAge": number
},
"CreationTime": "string",
"FunctionArn": "string",
"FunctionUrl": "string",
"LastModifiedTime": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AuthType (p. 1150)
関数 URL が使用する認証のタイプ。アクセスを認証された IAM ユーザーのみに制限する場合、値
に AWS_IAM を設定します。IAM 認証をバイパスしてパブリックエンドポイントを作成する場合は、
値に NONE を設定します。詳細については、「Security and auth model for Lambda function URLs」
(Lambda 関数 URL におけるセキュリティと認証モデル) を参照してください。
型: 文字列
有効な値: NONE | AWS_IAM
Cors (p. 1150)
関数 URL のための、Cross-Origin Resource Sharing(CORS) 設定。
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型: Cors (p. 1165) オブジェクト
CreationTime (p. 1150)
ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD) で示す関数 URL の作成時刻。
型: 文字列
FunctionArn (p. 1150)
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
FunctionUrl (p. 1150)
関数の HTTP URL エンドポイント。
型: 文字列
長さ制限: 最小長は 40 です。最大長は 100 です。
LastModifiedTime (p. 1150)
ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD) で示された関数の最後更新日時。
型: 文字列

エラー
InvalidParameterValueException
リクエストに含まれているパラメータの 1 つが無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceConflictException
リソースが既に存在しているか、別のオペレーションが進行中です。
HTTP ステータスコード: 409
ResourceNotFoundException
リクエストで指定されたリソースは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
ServiceException
AWS Lambda サービスで内部エラーが発生しました。
HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException
リクエストスループット制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

データ型
以下のデータ型 (タイプ) がサポートされています。
• AccountLimit (p. 1154)
• AccountUsage (p. 1155)
• AliasConfiguration (p. 1156)
• AliasRoutingConfiguration (p. 1158)
• AllowedPublishers (p. 1159)
• AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1160)
• CodeSigningConfig (p. 1161)
• CodeSigningPolicies (p. 1163)
• Concurrency (p. 1164)
• Cors (p. 1165)
• DeadLetterConfig (p. 1167)
• DestinationConfig (p. 1168)
• Environment (p. 1169)
• EnvironmentError (p. 1170)
• EnvironmentResponse (p. 1171)
• EphemeralStorage (p. 1172)
• EventSourceMappingConfiguration (p. 1173)
• FileSystemConfig (p. 1178)
• Filter (p. 1179)
• FilterCriteria (p. 1180)
• FunctionCode (p. 1181)
• FunctionCodeLocation (p. 1183)
• FunctionConfiguration (p. 1184)
• FunctionEventInvokeConfig (p. 1190)
• FunctionUrlConfig (p. 1192)
• ImageConfig (p. 1194)
• ImageConfigError (p. 1195)
• ImageConfigResponse (p. 1196)
• Layer (p. 1197)
• LayersListItem (p. 1198)
• LayerVersionContentInput (p. 1199)
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• LayerVersionContentOutput (p. 1200)
•
•
•
•
•

LayerVersionsListItem (p. 1201)
OnFailure (p. 1203)
OnSuccess (p. 1204)
ProvisionedConcurrencyConfigListItem (p. 1205)
SelfManagedEventSource (p. 1207)

• SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1208)
• SourceAccessConfiguration (p. 1209)
• TracingConfig (p. 1211)
• TracingConfigResponse (p. 1212)
• VpcConfig (p. 1213)
• VpcConfigResponse (p. 1214)
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AccountLimit
同時実行性とストレージに関連する制限。すべてのファイルとストレージのサイズはバイト単位です。

目次
CodeSizeUnzipped
関数のデプロイパッケージとレイヤーが抽出されるときの最大サイズ。
Type: Long
必須: いいえ
CodeSizeZipped
Lambda に直接アップロードされるときのデプロイパッケージの最大サイズ。サイズの大きいファイ
ルには Amazon S3 を使用します。
Type: Long
必須: いいえ
ConcurrentExecutions
関数用に予約する最大同時実行数。
タイプ: 整数
必須: いいえ
TotalCodeSize
すべてのデプロイパッケージとレイヤーアーカイブに使用できるストレージ領域の容量。
Type: Long
必須: いいえ
UnreservedConcurrentExecutions
関数の同時実行の最大数から、PutFunctionConcurrency (p. 1088) による個別関数用に予約された容量
を差し引きます。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AccountUsage
関数の数と使用中のストレージ量。

目次
FunctionCount
Lambda 関数の数。
Type: Long
必須: いいえ
TotalCodeSize
デプロイパッケージとレイヤーアーカイブで使用されているストレージ領域の量 (バイト単位)。
Type: Long
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AliasConfiguration
Lambda 関数のエイリアスに関する設定情報を提供します。

目次
AliasArn
エイリアスの Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: いいえ
Description
エイリアスの説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ
FunctionVersion
エイリアスが呼び出す関数バージョン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
必須: いいえ
Name
エイリアスの名前。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。
Pattern: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+)
必須: いいえ
RevisionId
エイリアスを更新するときに変更される一意の識別子。
型: 文字列
必須: いいえ
RoutingConfig
エイリアスのルーティング設定。
タイプ: AliasRoutingConfiguration (p. 1158) オブジェクト
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必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AliasRoutingConfiguration
Lambda 関数エイリアスのトラフィック移行の設定

目次
AdditionalVersionWeights
2 番目のバージョンと、これにルーティングされたトラフィックの割合。
タイプ: ダブルマップへの文字列。
キーの長さ制限: 最小長は 1 です。最大長は 1024 です。
キーパターン: [0-9]+
値の範囲: 最小値 は 0.0 です。最大値は 1.0 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AllowedPublishers
コードパッケージに署名できる署名プロファイルのリスト。

目次
SigningProfileVersionArns
各署名プロファイルの Amazon リソースネーム (ARN)。署名プロファイルは、コードパッケージに署
名できる信頼できるユーザーを定義します。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AmazonManagedKafkaEventSourceConfig
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) のイベントソースに関する特定の設定で
す。

目次
ConsumerGroupId
参加する Kafka コンシューマーグループの識別子。コンシューマーグループ ID は、すべての Kafka
イベントソースの中で一意でなければなりません。コンシューマーグループ ID を指定して Kafka イ
ベントソースマッピングを作成した後は、この値を更新することはできません。詳細については、カ
スタマイズ可能なコンシューマーグループ IDを参照してください。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。
Pattern: [a-zA-Z0-9-\/*:_+=.@-]*
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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CodeSigningConfig
コード署名設定の詳細。

目次
AllowedPublishers
許可されたパブリッシャーのリスト。
タイプ: AllowedPublishers (p. 1159) オブジェクト
必須 : はい
CodeSigningConfigArn
コード署名設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 200 です。
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[a-z]+\d{1}:\d{12}:code-signing-config:csc-[a-z0-9]{17}
必須 : はい
CodeSigningConfigId
コード署名設定の一意の識別子。
型: 文字列
Pattern: csc-[a-zA-Z0-9-_\.]{17}
必須 : はい
CodeSigningPolicies
コード署名ポリシーは、署名の不一致または有効期限の検証失敗アクションを制御します。
タイプ: CodeSigningPolicies (p. 1163) オブジェクト
必須 : はい
Description
コード署名設定の説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ
LastModified
コード署名設定が最後に変更された日時 (ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD))。
型: 文字列
必須: はい
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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CodeSigningPolicies
コード署名設定ポリシーは、署名の不一致または有効期限の、検証の失敗アクションを指定します。

目次
UntrustedArtifactOnDeployment
デプロイ検証の失敗のためのコード署名設定ポリシー。ポリシーを Enforce に設定した場合、署名
の検証チェックが失敗すると、Lambda はデプロイリクエストをブロックします。ポリシーを Warn
に設定した場合、Lambda はデプロイを許可し、CloudWatch ログを作成します。
デフォルト値: Warn
型: 文字列
有効な値: Warn | Enforce
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Concurrency
目次
ReservedConcurrentExecutions
この関数用に予約済同時実行数。詳細については、「同時実行数の管理」を参照してください。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Cors
Lambda 関数 URL のための Cross-Origin Resource Shar (CORS) 設定。関数 URL に任意のオリジンから
アクセスするための権限は、CORS を使用することで付与できます。また、CORS を使用して、関数 URL
へのリクエストに含まれている、特定の HTTP ヘッダーやメソッドのアクセス権限を制御することもでき
ます。

目次
AllowCredentials
関数 URL へのリクエスト内で、Cookie やその他の認証情報を許可するかどうかを指定します。デ
フォルト: false。
タイプ: ブール値
必須: いいえ
AllowHeaders
オリジンが関数 URL へのリクエスト内に含めることができる HTTP ヘッダー。例え
ば、Date、Keep-Alive、X-Custom-Header などが挙げられます。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
長さの制限: 最大長は 1,024 です。
Pattern: .*
必須: いいえ
AllowMethods
関数 URL の呼び出し時に許可される HTTP メソッド。例として、GET、POST、DELETE、およびワイ
ルドカード文字 (*) が挙げられます。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 6 項目です。
長さの制限: 最大長は 6 です。
Pattern: .*
必須: いいえ
AllowOrigins
関数 URL にアクセスできるオリジン。任意の数の特定のオリジンを、カンマで区切ってリストできま
す。例: https://www.example.com、http://localhost:60905。
または、ワイルドカード文字 (*) を使用して、すべてのオリジンにアクセス権を付与することもでき
ます。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 253 です。
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Pattern: .*
必須: いいえ
ExposeHeaders
関数 URL を呼び出しているオリジンに公開する (関数レスポンス内の) HTTP ヘッダー。例え
ば、Date、Keep-Alive、X-Custom-Header などが挙げられます。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
長さの制限: 最大長は 1,024 です。
Pattern: .*
必須: いいえ
MaxAge
ウェブブラウザがプリフライトリクエストの結果をキャッシュできる最大時間 (秒単位)。この値はデ
フォルトで 0 に設定されており、ブラウザによる結果のキャッシュは行われません。
型: 整数
有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 86400 です。
分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DeadLetterConfig
失敗した非同期呼び出しのデッドレターキュー。

目次
TargetArn
Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) です。
型: 文字列
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:[a-z0-9-.]+:.*)|()
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DestinationConfig
Lambda がイベントを処理した後のイベントの送信先を指定する設定オブジェクト。

目次
OnFailure
失敗した呼び出しの送信先設定。
タイプ: OnFailure (p. 1203) オブジェクト
必須: いいえ
OnSuccess
成功した呼び出しの送信先設定。
タイプ: OnSuccess (p. 1204) オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Environment
関数の環境変数を設定。環境変数を使用すると、コードを更新せずに関数の動作を調整できます。環境変
数は、関数のバージョン固有の設定に保存される文字列のペアです。

目次
Variables
各環境変数はキーと値のペア。詳細については、Using Lambda environment variables をご参照くだ
さい。
型: 文字列から文字列へのマッピング
キーパターン: [a-zA-Z]([a-zA-Z0-9_])+
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

1169

AWS Lambda デベロッパーガイド
EnvironmentError

EnvironmentError
適用できなかった環境変数のエラーメッセージ。

目次
ErrorCode
エラーコード。
型: 文字列
必須: いいえ
Message
エラーメッセージ。
型: 文字列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EnvironmentResponse
環境変数を更新または読み取ったオペレーションの結果。オペレーションが成功した場合、レスポンスに
環境変数が含まれます。失敗した場合、レスポンスにはエラーに関する詳細情報が含まれます。

目次
Error
適用できなかった環境変数のエラーメッセージ。
タイプ: EnvironmentError (p. 1170) オブジェクト
必須: いいえ
Variables
環境変数のキーバリューペア。AWS CloudTrail ログから除外。
型: 文字列から文字列へのマッピング
キーパターン: [a-zA-Z]([a-zA-Z0-9_])+
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EphemeralStorage
関数の /tmp ディレクトリのサイズ (MB 単位)。デフォルト値は 512 ですが、512～10240 MB の範囲で任
意の整数を指定できます。

内容
Size
関数の /tmp ディレクトリのサイズ。
型: 整数
有効範囲: 最小値 は 512 です。最大値は 10,240 です。
必須 : はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EventSourceMappingConfiguration
AWSリソースと Lambda 関数間のマッピング。詳細については、
「CreateEventSourceMapping (p. 927)」を参照してください。

目次
AmazonManagedKafkaEventSourceConfig
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) のイベントソースに関する特定の設定
です。
タイプ: AmazonManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1160) オブジェクト
必須: いいえ
BatchSize
Lambda がストリームまたはキューから取り出し、関数に送信する各バッチ内の最大レコード
数。Lambda は、同期呼び出しのペイロード上限 (6 MB) まで、バッチ内のすべてのレコードを単一の
呼び出しで関数に渡します。
デフォルト値: サービスによって異なります。Amazon SQS の場合、デフォルトは 10 です。他のすべ
てのサービスでは、デフォルトは 100 です。
関連設定: BatchSize を 10 より大きい値に設定する場合
は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10,000 です。
必須: いいえ
BisectBatchOnFunctionError
(ストリームのみ) 関数がエラーを返した場合は、バッチを 2 つに分割して再試行します。デフォルト
値は false です。
タイプ: ブール値
必須: いいえ
DestinationConfig
(ストリームのみ) 廃棄されたレコードの Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックの送信
先。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
必須: いいえ
EventSourceArn
イベントソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
必須: いいえ
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FilterCriteria
(ストリーミングと Amazon SQS) Lambda がイベントを処理するかどうかを決定するフィルター条件
を定義するオブジェクト。詳細については、Lambda イベントフィルタリングを参照してください。
タイプ: FilterCriteria (p. 1180) オブジェクト
必須: いいえ
FunctionArn
Lambda 関数の ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: いいえ
FunctionResponseTypes
(ストリーミングと Amazon SQS) イベントソースマッピングに適用されている現在のレスポンスタイ
プの列挙型のリスト。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 1 項目です。
有効な ReportBatchItemFailures 値:
必須: いいえ
LastModified
イベントソースマッピングが最後に更新された日付、またはその状態が変更された日付 (Unix タイム
秒単位)。
タイプ: タイムスタンプ
分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
LastProcessingResult
関数の最後の Lambda 呼び出しの結果。
型: 文字列
必須: いいえ
MaximumBatchingWindowInSeconds
Lambda が関数を呼び出すまで費やすレコード収集の最大時間
(秒)。MaximumBatchingWindowInSeconds は、秒単位で 0 秒から 300 秒までの任意の値に設定で
きます。
ストリームと Amazon SQS イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルト
で 0 秒に設定されます。Amazon MSK、セルフマネージド Apache Kafka、および Amazon
MQ イベントソースの場合、バッチ処理ウィンドウはデフォルトで 500 ミリ秒に設定されま
す。MaximumBatchingWindowInSeconds は秒単位の増分でしか変更できないため、バッチ処理
ウィンドウのデフォルト値 (500 ミリ秒) を変更すると、元に戻せなくなることに注意してください。
デフォルトのバッチ処理ウィンドウを復元するには、新しいイベントソースマッピングを作成する必
要があります。
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関連設定: ストリームとAmazon SQS イベントソースの場合、BatchSize を 10 より大きい値に設定
する場合は、MaximumBatchingWindowInSeconds を 1 以上に設定する必要があります。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 300 です。
必須: いいえ
MaximumRecordAgeInSeconds
(ストリームのみ) 指定した経過期間よりも古いレコードを破棄します。デフォルト値は -1 で、最大経
過時間は無限です。値が無限に設定されている場合、Lambda が古いレコードを廃棄することはあり
ません。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 604,800 です。
必須: いいえ
MaximumRetryAttempts
(ストリームのみ) 指定した再試行数の後でレコードを破棄します。デフォルト値の -1 により、最大再
試行回数は無限に設定されます。MaximumRetryAttempts が無限の場合、Lambda はイベントソース
でレコードの有効期限が切れるまで、失敗したレコードを再試行します。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は -1 です。最大値は 10,000 です。
必須: いいえ
ParallelizationFactor
(ストリーミングのみ) 各シャードから同時に処理するバッチの数。デフォルト値は 1 です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 10 です。
必須: いいえ
Queues
(Amazon MQ) 消費する Amazon MQ ブローカーの送信先キューの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。
Pattern: [\s\S]*
必須: いいえ
SelfManagedEventSource
イベントソースのセルフマネージド Apache Kafka クラスター。
タイプ: SelfManagedEventSource (p. 1207) オブジェクト
必須: いいえ
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SelfManagedKafkaEventSourceConfig
セルフマネージド Apache Kafka イベントソースの特定の設定。
タイプ: SelfManagedKafkaEventSourceConfig (p. 1208) オブジェクト
必須: いいえ
SourceAccessConfigurations
認証プロトコルの配列、VPC コンポーネント、イベントソースを保護して定義する仮想ホスト。
タイプ: SourceAccessConfiguration (p. 1209) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 22 項目です。
必須: いいえ
StartingPosition
読み取りを開始するストリームの場所。Amazon Kinesis、Amazon DynamoDB、Amazon MSK スト
リーミングソースに必要です。AT_TIMESTAMP は、Amazon Kinesis Streams でのみサポートされて
います。
型: 文字列
有効な TRIM_HORIZON | LATEST | AT_TIMESTAMP 値:
必須: いいえ
StartingPositionTimestamp
StartingPosition が AT_TIMESTAMP に設定されている場合、Unix タイム秒単位で読み取りをス
タートする時間です。
タイプ: タイムスタンプ
分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
State
イベントソースマッピングの状態。次のうちの 1 つになる可能性があります:
Creating、Enabling、Enabled、Disabling、Disabled、Updating、Deleting。
型: 文字列
必須: いいえ
StateTransitionReason
ユーザーまたは Lambda がイベントソースマッピングを最後に変更したかどうかを示します。
型: 文字列
必須: いいえ
Topics
Kafka トピックの名前。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 249 です。
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Pattern: ^[^.]([a-zA-Z0-9\-_.]+)
必須: いいえ
TumblingWindowInSeconds
(ストリーミングのみ) 処理ウィンドウの継続時間 (秒)。範囲は 1～900 秒です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 900 です。
必須: いいえ
UUID
イベントソースマッピングの識別子。
型: 文字列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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FileSystemConfig
Lambda 関数と Amazon EFS ファイルシステム間の接続に関する詳細。

目次
Arn
ファイルシステムへのアクセスを提供する Amazon EFS アクセスポイントの Amazon リソースネー
ム (ARN)。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 200 です。
Pattern: arn:aws[a-zA-Z-]*:elasticfilesystem:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[az]+-\d{1}:\d{12}:access-point/fsap-[a-f0-9]{17}
必須 : はい
LocalMountPath
関数がファイルシステムにアクセスできる /mnt/ で始まるパス。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 160 です。
Pattern: ^/mnt/[a-zA-Z0-9-_.]+$
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Filter
イベントフィルタリングパターンを定義する FilterCriteria オブジェクト内の構造です。

内容
Pattern
フィルターパターンです。フィルターパターンの構文に関する詳細については、「フィルタールール
構文」を参照してください。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 4096 です。
パターン: .*
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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FilterCriteria
イベントソース用のフィルターが含まれるオブジェクトです。

内容
Filters
フィルターのリストです。
タイプ: Filter (p. 1179) オブジェクトの配列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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FunctionCode
Lambda 関数のコード。Amazon S3 でオブジェクトを指定することも、.zip ファイルアーカイブデプロイ
パッケージを直接アップロードすることも、コンテナイメージの URI を指定することもできます。

目次
ImageUri
Amazon ECR レジストリ内のコンテナイメージの URI。
型: 文字列
必須: いいえ
S3Bucket
ユーザーの関数と同じ AWS リージョンにある Amazon S3 バケット。バケットがある AWS アカウン
トは異なる場合があります。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 63 です。
Pattern: ^[0-9A-Za-z\.\-_]*(?<!\.)$
必須: いいえ
S3Key
デプロイパッケージの Amazon S3 キーです。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
必須: いいえ
S3ObjectVersion
バージョン管理されたオブジェクトの場合に使用する、デプロイパッケージオブジェクトのバージョ
ンです。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
必須: いいえ
ZipFile
デプロイパッケージの base64 エンコードコンテンツ。AWSSDK および AWS CLI クライアントによ
りエンコーディングが処理されます。
タイプ: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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FunctionCodeLocation
関数のデプロイパッケージに関する詳細。

目次
ImageUri
Amazon ECR レジストリ内のコンテナイメージの URI。
型: 文字列
必須: いいえ
Location
デプロイパッケージをダウンロードするために使用できる署名付き URL。
型: 文字列
必須: いいえ
RepositoryType
ファイルをホストしているサービス。
型: 文字列
必須: いいえ
ResolvedImageUri
イメージの解決された URL。
型: 文字列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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FunctionConfiguration
関数の設定に関する詳細。

目次
Architectures
関数がサポートする命令セットアーキテクチャです。アーキテクチャは、有効な値の 1 つを含む文字
列配列です。デフォルトアーキテクチャ値はx86_64です。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 定数は 1 項目です。
有効な x86_64 | arm64 値:
必須: いいえ
CodeSha256
関数のデプロイパッケージの SHA256 ハッシュ。
型: 文字列
必須: いいえ
CodeSize
関数のデプロイパッケージのサイズ (バイト単位)。
Type: Long
必須: いいえ
DeadLetterConfig
関数のデッドレターキュー。
型: DeadLetterConfig (p. 1167) オブジェクト
必須: いいえ
Description
関数の説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ
Environment
関数の環境変数。AWS CloudTrail ログから除外。
タイプ: EnvironmentResponse (p. 1171) オブジェクト
必須: いいえ
EphemeralStorage
関数の /tmp ディレクトリのサイズ (MB 単位)。デフォルト値は 512 ですが、512～10240 MB の範囲
で任意の整数を指定できます。
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型: EphemeralStorage (p. 1172) オブジェクト
必須: いいえ
FileSystemConfigs
Amazon EFS ファイルシステムの接続設定。
型: FileSystemConfig (p. 1178) オブジェクトの配列
配列メンバー: 最大数は 1 項目です。
必須: いいえ
FunctionArn
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_\.]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: いいえ
FunctionName
関数の名前。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_\.]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: いいえ
Handler
Lambda が関数の実行を開始するために呼び出す関数。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 128 です。
Pattern: [^\s]+
必須: いいえ
ImageConfigResponse
関数のイメージ設定値。
型: ImageConfigResponse (p. 1196) オブジェクト
必須: いいえ
KMSKeyArn
関数の環境変数を暗号化するために使用される AWS KMS key。このキーは、カスタマーマネージド
キーを設定している場合にのみ返されます。
型: 文字列
Pattern: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:[a-z0-9-.]+:.*)|()

1185

AWS Lambda デベロッパーガイド
FunctionConfiguration

必須: いいえ
LastModified
関数が最後に更新された日付と時刻 (ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD))。
型: 文字列
必須: いいえ
LastUpdateStatus
関数で最後に実行された更新のステータス。これは、関数の作成完了後、最初に Successful に設定
されます。
型: 文字列
有効な Successful | Failed | InProgress 値:
必須: いいえ
LastUpdateStatusReason
関数で最後に実行された更新の理由。
型: 文字列
必須: いいえ
LastUpdateStatusReasonCode
関数で最後に実行された更新の理由コード。
型: 文字列
有効な EniLimitExceeded | InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration
| InternalError | SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet |
InvalidSecurityGroup | ImageDeleted | ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
必須: いいえ
Layers
関数のレイヤー。
型: Layer (p. 1197) オブジェクトの配列
必須: いいえ
MasterArn
Lambda@Edge 関数の場合、メイン関数の ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: いいえ
MemorySize
実行時に関数で使用できるメモリの量。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 128 です。最大値は 10,240 です。
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必須: いいえ
PackageType
デプロイパッケージのタイプ。コンテナイメージでは Image に設定し、.zip ファイルアーカイブでは
Zip を設定します。
型: 文字列
有効な Zip | Image 値:
必須: いいえ
RevisionId
関数またはエイリアスの最も最近更新されたリビジョン。
型: 文字列
必須: いいえ
Role
関数の実行ロール。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
必須: いいえ
Runtime
Lambda 関数のランタイム環境。
型: 文字列
有効な nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2 値:
必須: いいえ
SigningJobArn
署名ジョブの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
必須: いいえ
SigningProfileVersionArn
署名プロファイルバージョンの ARN。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
必須: いいえ
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State
関数の現在の状態。状態が Inactive の場合、関数を呼び出すことで再アクティブ化できます。
型: 文字列
有効な Pending | Active | Inactive | Failed 値:
必須: いいえ
StateReason
関数の現在の状態の理由。
型: 文字列
必須: いいえ
StateReasonCode
関数の現在の状態の理由コード。コードが Creating のときは、関数を呼び出したり変更したりする
ことはできません。
型: 文字列
有効な Idle | Creating | Restoring | EniLimitExceeded |
InsufficientRolePermissions | InvalidConfiguration | InternalError |
SubnetOutOfIPAddresses | InvalidSubnet | InvalidSecurityGroup | ImageDeleted
| ImageAccessDenied | InvalidImage 値:
必須: いいえ
Timeout
Lambda が関数を停止するまでに関数に許可する実行時間 (秒)。
型: 整数
有効な範囲: 最小値 は 1 です。
必須: いいえ
TracingConfig
関数の AWS X-Ray トレース設定。
型: TracingConfigResponse (p. 1212) オブジェクト
必須: いいえ
Version
Lambda 関数のバージョン。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
Pattern: (\$LATEST|[0-9]+)
必須: いいえ
VpcConfig
関数のネットワーク設定。
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型: VpcConfigResponse (p. 1214) オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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FunctionEventInvokeConfig
目次
DestinationConfig
処理のために関数に送信された後のイベントの宛先。

送信先
• 関数 - Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
• キュー - SQS キューの ARN。
• トピック - SNS トピックの ARN。
• イベントバス - Amazon EventBridge イベントバスの ARN。
タイプ: DestinationConfig (p. 1168) オブジェクト
必須: いいえ
FunctionArn
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: いいえ
LastModified
設定が最後に更新された日時 (UNIX タイム秒単位)。
タイプ: タイムスタンプ
必須: いいえ
MaximumEventAgeInSeconds
Lambda が処理のために関数に送信するリクエストの最大存続時間です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 60 です。最大値は 21,600 です。
必須: いいえ
MaximumRetryAttempts
関数がエラーを返すときの最大再試行回数です。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 2 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

1191

AWS Lambda デベロッパーガイド
FunctionUrlConfig

FunctionUrlConfig
Lambda の関数 URL についての詳細。

目次
AuthType
関数 URL が使用する認証のタイプ。アクセスを認証された IAM ユーザーのみに制限する場合、値
に AWS_IAM を設定します。IAM 認証をバイパスしてパブリックエンドポイントを作成する場合は、
値に NONE を設定します。詳細については、「Security and auth model for Lambda function URLs」
(Lambda 関数 URL におけるセキュリティと認証モデル) を参照してください。
型: 文字列
有効な値: NONE | AWS_IAM
必須: はい
Cors
関数 URL のための、Cross-Origin Resource Sharing(CORS) 設定。
型: Cors (p. 1165) オブジェクト
必須: いいえ
CreationTime
ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD) で示す関数 URL の作成時刻。
型: 文字列
必須: はい
FunctionArn
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
型: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: はい
FunctionUrl
関数の HTTP URL エンドポイント。
型: 文字列
長さ制限: 最小長は 40 です。最大長は 100 です。
必須: はい
LastModifiedTime
ISO-8601 形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD) で示された関数の最後更新日時。
型: 文字列
必須: はい
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ImageConfig
コンテナイメージ Dockerfile の設定を上書きする設定値。コンテナの設定を参照してください。

目次
Command
ENTRYPOINT とともに渡すパラメータを指定します。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 1,500 項目です。
必須: いいえ
EntryPoint
アプリケーションへのエントリポイントを指定します。通常、これはランタイム実行可能ファイルの
場所です。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 1,500 項目です。
必須: いいえ
WorkingDirectory
作業ディレクトリを指定します。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 1,000 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ImageConfigError
GetFunctionConfiguration へのエラーレスポンス。

目次
ErrorCode
エラーコード。
型: 文字列
必須: いいえ
Message
エラーメッセージ。
型: 文字列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ImageConfigResponse
GetFunctionConfiguration リクエストへのレスポンス。

目次
Error
GetFunctionConfiguration へのエラーレスポンス。
タイプ: ImageConfigError (p. 1195) オブジェクト
必須: いいえ
ImageConfig
コンテナイメージ Dockerfile を上書きする設定値。
タイプ: ImageConfig (p. 1194) オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Layer
AWS Lambda レイヤーです。

内容
Arn
関数レイヤーの Amazon リソースネーム (ARN)。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
パターン: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+:
[0-9]+
必須: いいえ
CodeSize
レイヤーアーカイブのサイズ（バイト単位）。
Type: Long
必須: いいえ
SigningJobArn
署名ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
タイプ: 文字列
パターン: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
必須: いいえ
SigningProfileVersionArn
署名プロファイルバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
タイプ: 文字列
パターン: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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LayersListItem
AWS Lambda レイヤーに関する詳細。

内容
LatestMatchingVersion
レイヤーの最新バージョン。
タイプ: LayerVersionsListItem (p. 1201) オブジェクト
必須: いいえ
LayerArn
関数レイヤーの Amazon リソースネーム (ARN)。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
パターン: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+
必須: いいえ
LayerName
レイヤーの名前。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
パターン: (arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9_]+)|[a-zA-Z0-9-_]+
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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LayerVersionContentInput
AWS Lambda レイヤーのコンテンツが含まれる ZIP アーカイブ。Amazon S3 ロケーションを指定するこ
とも、レイヤーアーカイブを直接アップロードすることもできます。

内容
S3Bucket
レイヤーアーカイブの Amazon S3 バケットです。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 63 です。
パターン: ^[0-9A-Za-z\.\-_]*(?<!\.)$
必須: いいえ
S3Key
レイヤーアーカイブの Amazon S3 キーです。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
必須: いいえ
S3ObjectVersion
バージョン管理されたオブジェクトの場合に使用する、レイヤーアーカイブオブジェクトのバージョ
ンです。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。
必須: いいえ
ZipFile
レイヤーアーカイブの base64 エンコードコンテンツ。AWSSDK および AWS CLI クライアントによ
りエンコーディングが処理されます。
タイプ: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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LayerVersionContentOutput
AWS Lambda レイヤーのバージョンに関する詳細。

内容
CodeSha256
レイヤーアーカイブの SHA-256 ハッシュ。
タイプ: 文字列
必須: いいえ
CodeSize
レイヤーアーカイブのサイズ（バイト単位）。
Type: Long
必須: いいえ
Location
10 分間有効な Amazon S3 の レイヤーアーカイブへのリンク。
タイプ: 文字列
必須: いいえ
SigningJobArn
署名ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
タイプ: 文字列
必須: いいえ
SigningProfileVersionArn
署名プロファイルバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
タイプ: 文字列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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LayerVersionsListItem
AWS Lambda レイヤーのバージョンに関する詳細。

目次
CompatibleArchitectures
互換性のある命令セットアーキテクチャのリストです。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 2 項目です。
有効な値: x86_64 | arm64
必須: いいえ
CompatibleRuntimes
レイヤーの互換性のあるランタイム。
型: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 15 項目です。
有効な値: nodejs | nodejs4.3 | nodejs6.10 | nodejs8.10 | nodejs10.x |
nodejs12.x | nodejs14.x | nodejs16.x | java8 | java8.al2 | java11 |
python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 | dotnetcore1.0 |
dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1 | dotnet6 | nodejs4.3-edge |
go1.x | ruby2.5 | ruby2.7 | provided | provided.al2
必須: いいえ
CreatedDate
バージョンが作成された日付 (ISO 8601 形式)。例えば、2018-11-27T15:10:45.123+0000 です。
型: 文字列
必須: いいえ
Description
バージョンの説明。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
必須: いいえ
LayerVersionArn
レイヤーバージョンの ARN。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 140 です。
Pattern: arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9-_]+:
[0-9]+
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必須: いいえ
LicenseInfo
レイヤーのオープンソースライセンス。
型: 文字列
長さの制限: 最大長は 512 です。
必須: いいえ
Version
バージョン番号。
型: Long
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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OnFailure
処理に失敗したイベントの送信先。

目次
Destination
送信先リソースの Amazon リソースネーム (ARN) です。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 350 です。
Pattern: ^$|arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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OnSuccess
正常に処理されたイベントの送信先。

目次
Destination
送信先リソースの Amazon リソースネーム (ARN) です。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 350 です。
Pattern: ^$|arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ProvisionedConcurrencyConfigListItem
関数のエイリアスまたはバージョンの、プロビジョニングされた同時実行数の設定の詳細。

目次
AllocatedProvisionedConcurrentExecutions
割り当てられたプロビジョニング済み同時実行数。線形デプロイと Canary デプロイ時に加重エイリ
アスを使用するとき、関数バージョンにプロビジョニングされる同時実行の量に応じて、この値は変
動します。
型: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。
必須: いいえ
AvailableProvisionedConcurrentExecutions
使用可能なプロビジョニング済み同時実行数。
タイプ: 整数
値の範囲: 最小値 は 0 です。
必須: いいえ
FunctionArn
エイリアスまたはバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
タイプ: 文字列
Pattern: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:
\d{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
必須: いいえ
LastModified
ユーザーが最後に設定を更新した日時 (ISO 8601 形式)。
タイプ: 文字列
必須: いいえ
RequestedProvisionedConcurrentExecutions
リクエストされたプロビジョニング済み同時実行数。
タイプ: 整数
有効な範囲: 最小値 は 1 です。
必須: いいえ
Status
割り当てプロセスのステータス
タイプ: 文字列
有効な IN_PROGRESS | READY | FAILED 値:
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必須: いいえ
StatusReason
失敗した割り当ての、プロビジョニング済み同時実行を割り当てられなかった理由。
タイプ: 文字列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SelfManagedEventSource
イベントソースのセルフマネージド Apache Kafka クラスター。

目次
Endpoints
Kafka ブローカー用のブートストラップサーバーのリストは、次の形式で示されます:
"KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS": ["abc.xyz.com:xxxx","abc2.xyz.com:xxxx"]。
タイプ: 文字列マップの配列への文字列
マップエントリ: 2 つの項目の最大数。
有効なキー: KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 300 です。
Pattern: ^(([a-zA-Z0-9]|[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9]|
[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9\-]*[A-Za-z0-9]):[0-9]{1,5}
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SelfManagedKafkaEventSourceConfig
セルフマネージド Apache Kafka イベントソースの特定の設定。

目次
ConsumerGroupId
参加する Kafka コンシューマーグループの識別子。コンシューマーグループ ID は、すべての Kafka
イベントソースの中で一意でなければなりません。コンシューマーグループ ID を指定して Kafka イ
ベントソースマッピングを作成した後は、この値を更新することはできません。詳細については、カ
スタマイズ可能なコンシューマーグループ IDを参照してください。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。
Pattern: [a-zA-Z0-9-\/*:_+=.@-]*
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SourceAccessConfiguration
イベントソースへのアクセスを保護して定義するために、認証プロトコル、VPC コンポーネント、仮想ホ
ストを指定できます。

目次
Type
イベントソースの認証プロトコル、VPC コンポーネント、仮想ホストのタイプ。例:
"Type":"SASL_SCRAM_512_AUTH"。
• BASIC_AUTH - (Amazon MQ) ブローカーの認証情報を保存する AWS Secrets Manager シークレッ
ト。
• BASIC_AUTH - (セルフマネージド Apache Kafka) Apache Kafka ブローカーの SASL/PLAIN 認証に
使用されるシークレットキーの Secrets Manager ARN。
• VPC_SUBNET – (セルフマネージド型 Apache Kafka) VPC に関連付けられたサブネット。Lambda
はこれらのサブネットに接続して、セルフマネージド Apache Kafka クラスターからデータを
フェッチします。
• VPC_SECURITY_GROUP – (セルフマネージド型 Apache Kafka) セルフマネージド型 Apache Kafka
ブローカーへのアクセスを、管理するために使用される VPC セキュリティグループ。
• SASL_SCRAM_256_AUTH – (セルフマネージド型 Apache Kafka) セルフマネージド Apache Kafka
ブローカーの SASL SCRAM-256 認証に使用される、シークレットキーの Secrets Manager ARN。
• SASL_SCRAM_512_AUTH – (Amazon MSK、セルフマネージド型 Apache Kafka) セルフマネージド
型 Apache Kafka ブローカーの SASL SCRAM-512 認証に使用される、シークレットキーの Secrets
Manager ARN。
• VIRTUAL_HOST - (RabbitMQ) RabbitMQ ブローカーの仮想ホストの名前。Lambda
は、この RabbitMQ ホストをイベントソースとして使用します。このプロパティ
は、UpdateEventSourceMapping API コールでは指定できません。
• CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH - (Amazon MSK、自己管理型 Apache Kafka) MSK/Apache
Kafka ブローカーの相互 TLS 認証に使用される証明書チェーン (X.509 PEM)、プライベートキー
(PKCS #8 PEM)、プライベートキーパスワード (オプション) を含むシークレットキーの Secrets
Manager ARN。
• SERVER_ROOT_CA_CERTIFICATE - (セルフマネージド Apache Kafka) Apache Kafka ブローカー
の TLS 暗号化に使用されるルート CA 証明書 (X.509 PEM) を含むシークレットキーの Secrets
Manager ARN。
型: 文字列
有効な BASIC_AUTH | VPC_SUBNET | VPC_SECURITY_GROUP | SASL_SCRAM_512_AUTH
| SASL_SCRAM_256_AUTH | VIRTUAL_HOST | CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH |
SERVER_ROOT_CA_CERTIFICATE 値:
必須: いいえ
URI
Type で選択した構成の値。例: "URI": "arn:aws:secretsmanager:useast-1:01234567890:secret:MyBrokerSecretName"。
型: 文字列
長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。
Pattern: [a-zA-Z0-9-\/*:_+=.@-]*
必須: いいえ
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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TracingConfig
関数の AWS X-Ray トレース設定。受信リクエストのサンプリングと記録には、Mode を Active に設定
します。

目次
Mode
トレースモード。
タイプ: 文字列
有効な値: Active | PassThrough
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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TracingConfigResponse
関数の AWS X-Ray トレース設定。

目次
Mode
トレースモード。
型: 文字列
有効な値: Active | PassThrough
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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VpcConfig
Lambda 関数に関連付けられている VPC セキュリティグループとサブネット。詳細については、「VPC
設定」を参照してください。

目次
SecurityGroupIds
VPC セキュリティグループ ID のリスト。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 5 つの項目の最大数。
必須: いいえ
SubnetIds
VPC サブネット ID のリスト。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 16 項目です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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VpcConfigResponse
Lambda 関数に関連付けられている VPC セキュリティグループとサブネット。

目次
SecurityGroupIds
VPC セキュリティグループ ID のリスト。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 5 つの項目の最大数。
必須: いいえ
SubnetIds
VPC サブネット ID のリスト。
タイプ: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 16 項目です。
必須: いいえ
VpcId
VPC の ID。
型: 文字列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

SDK を使用する場合の証明書のエラー
AWS SDK では、使用するコンピュータの CA 証明書が使用されるため、AWS サーバー上の証明書が変
更されると、SDK を使用する際に接続エラーが発生する可能性があります。このようなエラーは、コン
ピュータ上の CA 証明書とオペレーティングシステムを最新の状態にしておくことで回避できます。ユー
ザーが自分のコンピュータを管理していない企業環境でこの問題が発生した場合は、必要に応じて管理者
から支援を得て更新プロセスを行う必要があります。以下のリストは、オペレーティングシステムと Java
の最小バージョンを示しています。
• 2005 年 1 月以降の更新プログラムがインストールされた Microsoft Windows バージョンでは、必要な
CA が信頼リストに 1 つ以上含まれています。
• Mac OS X 10.4 with Java for Mac OS X 10.4 Release 5 (2007 年 2 月)、Mac OS X 10.5 (2007 年 10
月)、および以降のバージョンでは、必要な CA が信頼リストに 1 つ以上含まれています。
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• Red Hat Enterprise Linux 5 (2007 年 3 月)、6、7、および CentOS 5、6、および 7 では、必要な CA が
デフォルトの CA 信頼リストに 1 つ以上含まれています。
• Java 1.4.2_12 (2006 年 5 月)、5 Update 2 (2005 年 3 月)、および以降のすべてのバージョン (Java 6
(2006 年 12 月)、7、8 を含む) では、必要な CA がデフォルトの CA 信頼リストに 1 つ以上含まれてい
ます。
AWS Lambda 管理コンソールまたは AWS Lambda API エンドポイントにアクセスする場合、ブラウザを
介するかプログラムで、クライアントマシンが以下のいずれかの CA をサポートすることを確認する必要
があります。
• Amazon Root CA 1
• Starfield Services Root Certificate Authority - G2
• Starfield Class 2 Certification Authority
最初の 2 つの機関からのルート証明書は Amazon Trust Services から入手できますが、もっと簡単なソ
リューションは、コンピュータを最新の状態にしておくことです。ACM から提供される証明書の詳細につ
いては、「AWS Certificate Manager に関するよくある質問」を参照してください。

共通エラー
このセクションでは、AWS のすべてのサービスの API アクションに共通のエラーを一覧表示していま
す。このサービスの API アクションに固有のエラーについては、その API アクションのトピックを参照し
てください。
AccessDeniedException
このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。
HTTP ステータスコード: 400
IncompleteSignature
リクエストの署名が AWS 基準に適合しません。
HTTP ステータスコード: 400
InternalFailure
リクエストの処理が、不明なエラー、例外、または障害により実行できませんでした。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidAction
リクエストされたアクション、またはオペレーションは無効です。アクションが正しく入力されてい
ることを確認します。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidClientTokenId
指定された x.509 証明書、または AWS アクセスキー ID が見つかりません。
HTTP ステータスコード: 403
InvalidParameterCombination
同時に使用できないパラメータが、同時使用されています。
HTTP ステータスコード: 400
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InvalidParameterValue
無効な値または範囲外の値が入力パラメータとして指定されました。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidQueryParameter
AWS クエリ文字列が正しい形式でないため、AWS 基準に順守していません。
HTTP ステータスコード: 400
MalformedQueryString
クエリ文字列に構文エラーがあります。
HTTP ステータスコード: 404
MissingAction
リクエストに、アクションまたは必須パラメータが含まれていません。
HTTP ステータスコード: 400
MissingAuthenticationToken
リクエストには、有効な (登録された) AWS アクセスキー ID、または X.509 証明書のどちらか一方が
含まれている必要があります。
HTTP ステータスコード: 403
MissingParameter
指定したアクションの必須パラメータが指定されていません。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorized
このアクションを実行するにはアクセス許可が必要です。
HTTP ステータスコード: 400
OptInRequired
サービスを利用するためには、AWS アクセスキー ID を取得する必要があります。
HTTP ステータスコード: 403
RequestExpired
リクエストの日付スタンプの 15 分以上後またはリクエストの有効期限 (署名付き URL の場合など) の
15 分以上後に、リクエストが到着しました。または、リクエストの日付スタンプが現在より 15 分以
上先です。
HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailable
リクエストは、サーバーの一時的障害のために実行に失敗しました。
HTTP ステータスコード: 503
ThrottlingException
リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。
HTTP ステータスコード: 400
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ValidationError
入力が、AWS サービスで指定された制約を満たしていません。
HTTP ステータスコード: 400

共通パラメータ
次のリストには、すべてのアクションが署名バージョン 4 リクエストにクエリ文字列で署名するために
使用するパラメータを示します。アクション固有のパラメータは、アクションのトピックに示されていま
す。署名バージョン 4 の詳細については、Amazon Web Services 全般リファレンスの「署名バージョン 4
の署名プロセス」を参照してください。
Action
実行するアクション。
型: 文字列
必須: はい
Version
リクエストが想定している API バージョンである、YYYY-MM-DD 形式で表示されます。
型: 文字列
必須: はい
X-Amz-Algorithm
リクエストの署名を作成するのに使用したハッシュアルゴリズム。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
型: 文字列
有効な値: AWS4-HMAC-SHA256
必須: 条件による
X-Amz-Credential
認証情報スコープの値で、アクセスキー、日付、対象とするリージョン、リクエストしているサー
ビス、および終了文字列 ("aws4_request") を含む文字列です。値は次の形式で表現されます。
[access_key/YYYYYYYYMMDD/リージョン/サービス/aws4_request]
詳細は、Amazon Web Services 全般リファレンスの「タスク 2: 署名バージョン 4 の署名文字列を作
成する」を参照してください。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
型: 文字列
必須: 条件による
X-Amz-Date
署名を作成するときに使用する日付です。形式は ISO 8601 基本形式の YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z' で
なければなりません。例えば、日付 20120325T120000Z は、有効な X-Amz-Date の値です。
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条件: X-Amz-Date はすべてのリクエストに対してオプションです。署名リクエストで使用する日付よ
りも優先される日付として使用できます。ISO 8601 ベーシック形式で日付ヘッダーが指定されてい
る場合、X-Amz-Date は必要ありません。X-Amz-Date を使用すると、常に Date ヘッダーの値よりも
優先されます。詳細については、「署名バージョン 4 の日付の処理」(Amazon Web Services 全般リ
ファレンス) を参照してください。
型: 文字列
必須: 条件による
X-Amz-Security-Token
AWS セキュリティトークンサービス (AWS STS) を呼び出して取得された一時的セキュリティトー
クン。AWS Security Token Service からの一時的なセキュリティ認証情報をサポートするサービスの
リストについては、「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。
条件: AWS セキュリティトークンサービスから一時的なセキュリティ認証情報を使用する場合、セ
キュリティトークンを含める必要があります。
型: 文字列
必須: 条件による
X-Amz-Signature
署名する文字列と派生署名キーから計算された 16 進符号化署名を指定します。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
型: 文字列
必須: 条件による
X-Amz-SignedHeaders
正規リクエストの一部として含まれていたすべての HTTP ヘッダーを指定します。署名付きヘッダー
の指定の詳細については、Amazon Web Services 全般リファレンスの「タスク 1: 署名バージョン 4
の正規リクエストを作成する」を参照してください。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
型: 文字列
必須: 条件による
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AWS 用語集
最新の AWS 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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