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SDK の使用を開始する

開発者ガイド-AWS SDK for Java 2.x
AWS SDK for Java には、AWS のサービス 用の Java API が用意されています。この SDK を使用する
と、Amazon S3、Amazon EC2、DynamoDB などで動作する Java アプリケーションを構築できます。

AWS SDK for Java 2.x は、1.x コードベースより大幅に変更されています。本バージョンは Java 8 以降に
構築されており、要望の声が高い機能が複数追加されています。これらには、ノンブロッキング I/O のサ
ポートや、実行時に異なる HTTP 実装をプラグインする機能が含まれます。

AWS SDK for Java には、新しいサービスのサポートが定期的に追加されています。特定のバージョンに
おける変更点や機能の一覧は、「変更ログ」を表示してください。

SDK の使用を開始する
SDK を実際に使用する準備ができている場合は、開始方法のチュートリアル (p. 3)チュートリアルに
従ってください。

開発環境を設定するには、を参照してください設定 (p. 11)。

現在バージョン 1.x を使用している場合はSDK for Java、具体的なガイダンスについては「バージョン 2 
への移行 (p. 21)」を参照してください。

、Amazon EC2およびその他のリクエストを行う方法についてはAmazon S3DynamoDBAWS のサービ
ス、「の使用方法 (p. 33)」SDK for Java と「操作 (p. 178)」を参照してくださいAWS のサービス。

モバイルアプリケーションの開発
モバイルアプリ開発者の場合は、Amazon Web ServicesAWS Amplifyフレームワークを提供します。詳細
については、Amplify のドキュメント を参照してください。

SDK メジャーバージョンのメンテナンスとサポー
ト

SDK メジャーバージョンのメンテナンスとサポート、およびその基礎となる依存関係について
は、AWSSDK とツール共有設定および認証情報リファレンスガイドの以下を参照してください。

• AWS SDK とツールのメンテナンスポリシー
• AWS SDK とツールのバージョンサポートマトリクス

その他のリソース
このガイドに加えて、以下の AWS SDK for Java 開発者のための貴重なオンラインリソースもあります。

• AWS SDK for Java2.x API リファレンス
• Java 開発者ブログ

1

https://github.com/aws/aws-sdk-java-v2/blob/master/CHANGELOG.md
http://aws.amazon.com/amplify/
https://docs.amplify.aws/start/q/integration/android/
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/overview.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/maint-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/version-support-matrix.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/
http://aws.amazon.com/blogs/developer/category/java


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

SDK のバージョン 2 にはまだ含まれていない機能

• の Java 開発トピックAWS re:Post
• GitHub:

• デベロッパーガイドのドキュメントソース
• SDK ソース

• AWSSDK コード例ライブラリ
• @awsforjava (Twitter)

SDK のバージョン 2 にはまだ含まれていない機能
まだ 2.x にはない追加機能の詳細については、GitHub以下の問題を参照してください。コメントやフィー
ドバックをお送りください。

• 高度なライブラリ
• DynamoDB暗号化クライアント
• Amazon SQSクライアント側バッファリング

この SDK への貢献
また、開発者は、次のチャネルを使用してフィードバックを送信することができます。

• 課題の送信先GitHub:
• 開発者ガイドの提出書類に関する問題
• SDK に関する問題を送信

• AWS SDK for Java2.x gitter チャンネルで SDK に関する非公式チャットに参加しよう

2

http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=70
https://github.com/awsdocs/aws-java-developer-guide-v2
https://github.com/aws/aws-sdk-java-v2
https://docs.aws.amazon.com/code-library/latest/ug/what-is-code-library.html
https://twitter.com/awsforjava
https://github.com/aws/aws-sdk-java-v2/issues/34
https://github.com/aws/aws-sdk-java-v2/issues/848
https://github.com/awsdocs/aws-java-developer-guide-v2/issues
https://github.com/aws/aws-sdk-java-v2/issues
https://gitter.im/aws/aws-sdk-java-v2
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ステップ 1: このチュートリアルのために設定する

AWS SDK for Java 2.x の使用を開始
する

には、Amazon Web Services (AWS) 用の Java APIAWS SDK for Java 2.x が用意されています。この SDK 
を使用すると、Amazon S3、Amazon EC2、DynamoDB などで動作する Java アプリケーションを構築で
きます。

このチュートリアルでは、Apache Maven を使用して Java 2.x 用の SDK の依存関係を定義し、Amazon 
S3接続してファイルをアップロードするコードを記述する方法を示します。

このチュートリアルを完了するには、次の手順に従ってください。

• ステップ 1: このチュートリアルのために設定する (p. 3)
• ステップ 2: プロジェクトを作成する (p. 3)
• ステップ 3: コードを記述する (p. 7)
• ステップ 4: アプリケーションを構築して実行する (p. 9)

ステップ 1: このチュートリアルのために設定する
このチュートリアルを開始する前に、以下が必要です。

• アクセス権限Amazon S3
• AWS のサービスシングルサインオンを使用してアクセスするように設定された Java 開発環境AWS IAM 

Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

基本的なセットアップ (p. 12)このチュートリアル用の設定には、の手順に従ってください。Java SDK
のシングル・サインオン・アクセスを使用して開発環境を構成し (p. 13)、AWSアクティブ・アクセ
ス・ポータル・セッションを作成したら (p. 14)、このチュートリアルのステップ 2 に進みます。

ステップ 2: プロジェクトを作成する
このチュートリアル用のプロジェクトを作成するには、プロジェクトの設定方法に関する入力を求める 
Maven コマンドを実行します。すべての入力を入力して確認すると、Mavenpom.xml はを作成してプロ
ジェクトの構築を終了し、スタブ Java ファイルを作成します。

1. ターミナルまたはコマンドプロンプトウィンドウを開き、Homeフォルダなど、任意のディレクトリに移
動します。Desktop

2. ターミナルで次のコマンドを入力し、を押しますEnter。

mvn archetype:generate \ 
  -DarchetypeGroupId=software.amazon.awssdk \ 
  -DarchetypeArtifactId=archetype-app-quickstart \ 
  -DarchetypeVersion=2.20.43

3. 各プロンプトの 2 列目に表示されている値を入力します。

3
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ステップ 2: プロジェクトを作成する

プロンプト 入力する値

Define value for property 'service': s3

Define value for property 
'httpClient':

apache-client

Define value for property 
'nativeImage':

false

Define value for property 
'credentialProvider'

identity-center

Define value for property 'groupId': org.example

Define value for property 
'artifactId':

getstarted

Define value for property 'version' 
1.0-SNAPSHOT:

<Enter>

Define value for property 'package' 
org.example:

<Enter>

4. 最後の値を入力すると、Maven は選択した内容を一覧表示します。Y入力して確認するか、入力して値
を再入力しますN。

Maven は、getstartedartifactId入力した値に基づいて名前の付いたプロジェクトフォルダーを作成
します。getstartedフォルダー内に、README.mdレビューできるファイル、pom.xmlファイル、srcお
よびディレクトリがあります。

Maven は次のディレクトリツリーを構築します。

getstarted
### README.md
### pom.xml
### src 
    ### main 
    #   ### java 
    #   #   ### org 
    #   #       ### example 
    #   #           ### App.java 
    #   #           ### DependencyFactory.java 
    #   #           ### Handler.java 
    #   ### resources 
    #       ### simplelogger.properties 
    ### test 
        ### java 
            ### org 
                ### example 
                    ### HandlerTest.java

10 directories, 7 files

pom.xmlプロジェクトファイルの内容を次に示します。

4
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ステップ 2: プロジェクトを作成する

pom.xml
dependencyManagementセクションにはへの依存関係が含まれAWS SDK for Java 
2.x、dependenciesセクションには Amazon S3 への依存関係があります。このプロジェクトで
は、1.8maven.compiler.sourcemaven.compiler.targetおよびプロパティの値から Java 1.8 を使
用しています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://
maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 

    <groupId>org.example</groupId> 
    <artifactId>getstarted</artifactId> 
    <version>1.0-SNAPSHOT</version> 
    <packaging>jar</packaging> 
    <properties> 
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> 
        <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source> 
        <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target> 
        <maven.shade.plugin.version>3.2.1</maven.shade.plugin.version> 
        <maven.compiler.plugin.version>3.6.1</maven.compiler.plugin.version> 
        <exec-maven-plugin.version>1.6.0</exec-maven-plugin.version> 
        <aws.java.sdk.version>2.20.43</aws.java.sdk.version> <-------- SDK version picked 
 up from archetype version. 
        <slf4j.version>1.7.28</slf4j.version> 
        <junit5.version>5.8.1</junit5.version> 
    </properties> 

    <dependencyManagement> 
        <dependencies> 
            <dependency> 
                <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
                <artifactId>bom</artifactId> 
                <version>${aws.java.sdk.version}</version> 
                <type>pom</type> 
                <scope>import</scope> 
            </dependency> 
        </dependencies> 
    </dependencyManagement> 

    <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>s3</artifactId>  <-------- S3 dependency
            <exclusions> 
                <exclusion> 
                    <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
                    <artifactId>netty-nio-client</artifactId> 
                </exclusion> 
                <exclusion> 
                    <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
                    <artifactId>apache-client</artifactId> 
                </exclusion> 
            </exclusions> 
        </dependency> 

        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>sso</artifactId> <-------- Required for identity center 
 authentication.
        </dependency> 

5
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ステップ 2: プロジェクトを作成する

        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>ssooidc</artifactId> <-------- Required for identity center 
 authentication.
        </dependency> 

        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>apache-client</artifactId> <-------- HTTP client specified.
            <exclusions> 
                <exclusion> 
                    <groupId>commons-logging</groupId> 
                    <artifactId>commons-logging</artifactId> 
                </exclusion> 
            </exclusions> 
        </dependency> 

        <dependency> 
            <groupId>org.slf4j</groupId> 
            <artifactId>slf4j-api</artifactId> 
            <version>${slf4j.version}</version> 
        </dependency> 

        <dependency> 
            <groupId>org.slf4j</groupId> 
            <artifactId>slf4j-simple</artifactId> 
            <version>${slf4j.version}</version> 
        </dependency> 

        <!-- Needed to adapt Apache Commons Logging used by Apache HTTP Client to Slf4j to 
 avoid 
        ClassNotFoundException: org.apache.commons.logging.impl.LogFactoryImpl during 
 runtime --> 
        <dependency> 
            <groupId>org.slf4j</groupId> 
            <artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId> 
            <version>${slf4j.version}</version> 
        </dependency> 

        <!-- Test Dependencies --> 
        <dependency> 
            <groupId>org.junit.jupiter</groupId> 
            <artifactId>junit-jupiter</artifactId> 
            <version>${junit5.version}</version> 
            <scope>test</scope> 
        </dependency> 
    </dependencies> 

    <build> 
        <plugins> 
            <plugin> 
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> 
                <version>${maven.compiler.plugin.version}</version> 
            </plugin> 
        </plugins> 
    </build>

</project>

6



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド
ステップ 3: コードを記述する

ステップ 3: コードを記述する
次のコードは、MavenApp によって作成されたクラスを示しています。mainメソッドはアプリケーション
へのエントリポイントであり、HandlersendRequestクラスのインスタンスを作成してそのメソッドを
呼び出します。

App クラス
package org.example;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

public class App { 
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(App.class); 

    public static void main(String... args) { 
        logger.info("Application starts"); 

        Handler handler = new Handler(); 
        handler.sendRequest(); 

        logger.info("Application ends"); 
    }
}

MavenDependencyFactory によって作成されたクラスには、s3ClientS3Clientインスタンスをビル
ドして返すファクトリメソッドが含まれています。S3Clientインスタンスは Apache ベースの HTTP ク
ライアントのインスタンスを使用します。これは、Maven がどの HTTPapache-client クライアントを
使用するかを尋ねたときに指定したためです。

は次のコードに示されています。DependencyFactory

DependencyFactory クラス
package org.example;

import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;

/** 
 * The module containing all dependencies required by the {@link Handler}. 
 */
public class DependencyFactory { 

    private DependencyFactory() {} 

    /** 
     * @return an instance of S3Client 
     */ 
    public static S3Client s3Client() { 
        return S3Client.builder() 
                       .httpClientBuilder(ApacheHttpClient.builder()) 
                       .build(); 
    }
}

Handlerこのクラスには、プログラムのメインロジックが含まれています。HandlerAppのインスタン
スがクラス内に作成されると、DependencyFactoryS3Clientがサービスクライアントを提供します。
コードは、S3Clientインスタンスを使用して Amazon S3 サービスを呼び出します。
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MavenHandlerTODO は次のクラスをコメント付きで生成します。チュートリアルの次のステップで
は、TODOをコードに置き換えます。

Handlerクラス、Maven によって生成

package org.example;

import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;

public class Handler { 
    private final S3Client s3Client; 

    public Handler() { 
        s3Client = DependencyFactory.s3Client(); 
    } 

    public void sendRequest() { 
        // TODO: invoking the api calls using s3Client. 
    }
}

ロジックを入力するには、Handlerクラスの内容全体を次のコードに置き換えます。sendRequestメ
ソッドが入力され、必要なインポートが追加されます。

Handlerクラス、実装済み
このコードでは、バケット名をユニークにするために、System.currentTimeMillis()最初に生成され
た名前の最後の部分を使用して新しい S3 バケットを作成します。

createBucket()メソッドでバケットを作成すると、putObjectS3Clientプログラムはのメソッドを使
用してオブジェクトをアップロードします。オブジェクトの内容は、RequestBody.fromStringメソッ
ドで作成された単純な文字列です。

最後に、プログラムは、cleanUpメソッド内のオブジェクトを削除し、その後にバケットを削除します。

package org.example;

import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;

public class Handler { 
    private final S3Client s3Client; 

    public Handler() { 
        s3Client = DependencyFactory.s3Client(); 
    } 

    public void sendRequest() { 
        String bucket = "bucket" + System.currentTimeMillis(); 
        String key = "key"; 

        createBucket(s3Client, bucket); 
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ステップ 4: アプリケーションを構築して実行する

        System.out.println("Uploading object..."); 

        s3Client.putObject(PutObjectRequest.builder().bucket(bucket).key(key) 
                        .build(), 
                RequestBody.fromString("Testing with the {sdk-java}")); 

        System.out.println("Upload complete"); 
        System.out.printf("%n"); 

        cleanUp(s3Client, bucket, key); 

        System.out.println("Closing the connection to {S3}"); 
        s3Client.close(); 
        System.out.println("Connection closed"); 
        System.out.println("Exiting..."); 
    } 

    public static void createBucket(S3Client s3Client, String bucketName) { 
        try { 
            s3Client.createBucket(CreateBucketRequest 
                    .builder() 
                    .bucket(bucketName) 
                    .build()); 
            System.out.println("Creating bucket: " + bucketName); 
            s3Client.waiter().waitUntilBucketExists(HeadBucketRequest.builder() 
                    .bucket(bucketName) 
                    .build()); 
            System.out.println(bucketName + " is ready."); 
            System.out.printf("%n"); 
        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void cleanUp(S3Client s3Client, String bucketName, String keyName) { 
        System.out.println("Cleaning up..."); 
        try { 
            System.out.println("Deleting object: " + keyName); 
            DeleteObjectRequest deleteObjectRequest = 
 DeleteObjectRequest.builder().bucket(bucketName).key(keyName).build(); 
            s3Client.deleteObject(deleteObjectRequest); 
            System.out.println(keyName + " has been deleted."); 
            System.out.println("Deleting bucket: " + bucketName); 
            DeleteBucketRequest deleteBucketRequest = 
 DeleteBucketRequest.builder().bucket(bucketName).build(); 
            s3Client.deleteBucket(deleteBucketRequest); 
            System.out.println(bucketName + " has been deleted."); 
            System.out.printf("%n"); 
        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Cleanup complete"); 
        System.out.printf("%n"); 
    }
}

ステップ 4: アプリケーションを構築して実行する
プロジェクトが作成され、Handler完全なクラスを含めたら、アプリケーションを構築して実行します。

9



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

成功

1. IAM ID センターセッションがアクティブであることを確認します。そのためには、AWS Command 
Line Interfaceaws sts get-caller-identityコマンドを実行して応答を確認します。アクティブな
セッションがない場合は、このセクションの手順を参照してください (p. 14)。

2. ターミナルまたはコマンドプロンプトウィンドウを開いて、プロジェクトディレクトリ getstarted
に移動します。

3. プロジェクトを構築するには、以下のコマンドを使用します。

mvn clean package

4. 次のコマンドを使用して、アプリケーションを実行します。

mvn exec:java -Dexec.mainClass="org.example.App"

プログラムが作成された新しいバケットとオブジェクトを表示するには、次のステップを実行します。

1. でHandler.java、cleanUp(s3Client, bucket, key)sendRequestメソッド内の行をコメント
アウトしてファイルを保存します。

2. mvn clean package を実行してプロジェクトを再構築します。
3. mvn exec:java -Dexec.mainClass="org.example.App"再実行して、テキストオブジェクトを

もう一度アップロードします。
4. S3 コンソールにサインインして、新しく作成されたバケット内の新しいオブジェクトを表示します。

ファイルを表示した後、オブジェクトを削除し、その後にバケットを削除します。

成功
Maven プロジェクトがエラーなしで構築および実行された場合は、正常に完了しています! Java 2.x 用 
SDK を使用して、最初の Java アプリケーションを正常に構築しました。

クリーンアップ
このチュートリアルで作成されたリソースをクリーンアップするには、以下を実行します。

• まだ削除していない場合は、S3 コンソールで、アプリケーションの実行時に作成されたオブジェクトと
バケットをすべて削除します。

• IAM コンソールで、TestSDK ユーザーを削除します。

このユーザーを削除する場合は、credentialsセットアップ中に作成したファイルの内容も削除してく
ださい。

• プロジェクトフォルダ (getstarted) を削除します。

次のステップ
これで基本を理解したので、次の事項を学習する準備が整いました。

• Amazon S3 の使用 (p. 180)
• Amazon Web Services、などDynamoDBAmazon EC2 (p. 216) (p. 194)、その他のデータベースサー

ビスとの連携 (p. 179) (p. 178)
• SDK を使用する (p. 33)
• のセキュリティAWS SDK for Java (p. 770)
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AWS SDK for Java2.x のセットアッ
プ

AWS SDK for Java 2.x は、Amazon Web Services (AWS) 用の Java API を提供します。この SDK を使用
すると、Amazon S3、Amazon EC2、DynamoDB などで動作する Java アプリケーションを構築できま
す。

このセクションでは、を使用する開発環境とプロジェクトをセットアップする方法について説明します
AWS SDK for Java 2.x。

この章の内容
• 作業に必要な基本設定AWS のサービス (p. 12)

• 概要 (p. 12)
• AWSアクセスポータルへのサインイン機能 (p. 13)
• SDK のシングルサインオンアクセスをセットアップ (p. 13)
• を使用してサインインAWS CLI (p. 14)
• Java と構築ツールをインストールする (p. 14)
• 追加認証オプション (p. 14)

• 構築ツールセットアップ (p. 14)
• Apache Maven プロジェクトの設定 (p. 14)

• 前提条件 (p. 15)
• Maven プロジェクトの作成 (p. 15)
• Maven 用の Java コンパイラの設定 (p. 15)
• SDK を依存関係として宣言する (p. 16)
• SDK モジュールの依存関係の設定 (p. 17)

• SDK 全体のプロジェクトへのビルド (p. 18)
• プロジェクトを構築する (p. 18)

• Gradle プロジェクトの設定 (p. 18)
• の GraalVM Native Image プロジェクトを設定しますAWS SDK for Java (p. 20)

• 前提条件 (p. 20)
• アーキタイプを使用してプロジェクトの作成 (p. 20)
• ネイティブイメージを構築する (p. 21)

• のバージョン 1.x から 2.x への移行AWS SDK for Java (p. 21)
• 新着情報 (p. 21)
• AWS SDK for Java 1.x と 2.x の相違点 (p. 22)

• Package 名の変更 (p. 22)
• 高度なライブラリ (p. 23)
• バージョン 2.x をプロジェクトに追加する (p. 23)
• クライアントビルダー (p. 23)
• クライアント設定 (p. 23)
• 設定メソッド (p. 24)
• クラス名 (p. 25)
• リージョンクラス (p. 25)
• イミュータブルな POJO (p. 25)
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基本的なセットアップ

• ストリーミング操作 (p. 26)
• 例外変更 (p. 26)
• サービス固有の変更 (p. 26)

• Amazon S3 オペレーション名の変更 (p. 26)
• クロスリージョンアクセス (p. 27)

• その他のクライアント変更 (p. 27)
• デフォルトクライアントの変更 (p. 27)

• 認証情報プロバイダーの変更 (p. 28)
• 認証情報プロバイダー (p. 28)
• バージョン 1.x と 2.x 間でマッピングされた認証情報プロバイダの変

更 (p. 29)
• リージョン名の変更 (p. 29)

• リージョンの設定 (p. 29)
• メソッド名とクラス名のマッピング (p. 30)

• 例外クラス名の変更 (p. 31)
• SDK for Java 1.x と 2.x の使用 side-by-side (p. 31)

作業に必要な基本設定AWS のサービス
概要
AWS のサービスを使用してアクセスするアプリケーションを正常に開発するにはAWS SDK for Java、次
の条件が必要です。

• AWSにあるアクセスポータルにサインインできる必要があります (p. 13)AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On)。

• SDK に設定された IAM ロールの権限は、アプリケーションに必要なへのアクセスを許可する必要があ
ります。AWS のサービスPowerUserAccessAWS管理ポリシーに関連する権限は、ほとんどの開発ニー
ズに十分です。

• 次の要素を備えた開発環境:
• 次のいずれかの方法で設定された共有設定ファイル

• configこのファイルには、SDKAWS が認証情報を取得できるように IAM Identity Center のシング
ルサインオン設定が含まれています (p. 13)。

• credentialsファイルには一時的な認証情報が含まれています。
• Java 8 以降のインストール (p. 14)。
• Maven や Gradle などのビルド自動化ツール (p. 14)。
• コードを操作するためのテキストエディター。
• (オプションですが、推奨) IntelliJ IDEA、Eclipse などの IDE (統合開発環境)、または NetBeans

IDE を使用する場合は、AWS Toolkit s を統合してより簡単に操作することもできますAWS のサービ
ス。AWS Toolkit for IntelliJAWS Toolkit for Eclipseとは Java 開発に使用できる 2 つのツールキットで
す。

• アプリケーションを実行する準備ができたら、AWSポータルセッションにアクティブにアクセスし
ます。を使用して IAM Identity Center AWSのアクセスポータルへのサインインプロセスを開始しま
す (p. 14)。AWS Command Line Interface
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AWSアクセスポータルへのサインイン機能

Important

この設定セクションの手順は、ユーザーまたは組織が IAM Identity Center を使用していることを
前提としています。組織が IAM Identity Center とは独立して動作する外部の ID プロバイダーを使
用している場合は、SDK for Java が使用するための一時的な認証情報を取得する方法をご覧くだ
さい。以下の手順に従って (p. 37)、~/.aws/credentials一時的な認証情報をファイルに追
加します。
ID~/.aws/credentials プロバイダーが一時的な認証情報をファイルに自動的に追加する場合
は、プロファイル名が SDK[default] またはにプロファイル名を入力する必要がないように、
プロファイル名が付けられていることを確認してくださいAWS CLI。

AWSアクセスポータルへのサインイン機能
AWSアクセスポータルは、IAM ID センターに手動でサインインするウェブ上の場所です。URLd-
xxxxxxxxxx.awsapps.com/start の形式はまたはですyour_subdomain.awsapps.com/
start。AWSアクセスポータルに慣れていない場合は、『AWS SDK とツールリファレンスガイド』の
「IAM Identity Center 認証」トピックのアカウントアクセスに関するガイダンスに従ってください。

SDK のシングルサインオンアクセスをセットアップ
SDK が IAM Identity Center 認証を使用するには、プログラムによるアクセスセクションのステップ 2 を完
了したら、システムに次の要素が含まれている必要があります。

• アプリケーションを実行する前にAWS CLI、AWSこれを使用してアクセスポータルセッションを開始し
ます (p. 14)。

• ~/.aws/configデフォルトプロファイルを含むファイル。SDK for Java は、プロファイルの SSO 
トークンプロバイダー設定を使用して、AWSにリクエストを送信する前に認証情報を取得しま
す。sso_role_nameこの値は、IAM Identity Center 権限セットに接続された IAM ロールであり、AWS 
のサービスアプリケーションで使用されているものへのアクセスを許可する必要があります。

config次のサンプルファイルは、SSO トークンプロバイダー設定で設定されたデフォルトプロファイ
ルを示しています。sso_sessionプロファイルの設定は、sso-session指定されたセクションを参照
します。sso-sessionこのセクションには、AWSアクセスポータルセッションを開始するための設定
が含まれています。

[default]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole
region = us-east-1
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://provided-domain.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access

SSO トークンプロバイダー設定で使用される設定の詳細については、『AWS SDK & Tools リファレンス
ガイド』の「SSO トークンプロバイダー設定」を参照してください。

開発環境が前述のようにプログラムによるアクセス用に設定されていない場合は、SDK リファレンスガイ
ドのステップ 2 に従ってください。
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を使用してサインインAWS CLI

を使用してサインインAWS CLI
アクセスするアプリケーションを実行する前にAWS のサービス、SDK が IAM Identity Center 認証を使用
して認証情報を解決するには、AWSアクティブなアクセスポータルセッションが必要です。AWS CLIで次
のコマンドを実行して、AWSアクセスポータルにサインインします。

aws sso login

デフォルトのプロファイル設定になっているため、--profileオプションを指定してコマンドを呼び出す
必要はありません。SSO トークンプロバイダーの設定で名前付きプロファイルを使用している場合、コマ
ンドはですaws sso login --profile named-profile。

アクティブなセッションがインストールされているかをテストするには、AWS CLI次のコマンドを実行し
ます。

aws sts get-caller-identity

このコマンドへの応答では、config共有ファイルに設定されている IAM Identity Center アカウントと権
限セットが報告されるはずです。

Note

AWSすでにアクティブなアクセスポータルセッションがありaws sso login、実行している場
合は、認証情報を入力する必要はありません。
ただし、botocore情報へのアクセス許可を求めるダイアログが表示されます。 botocoreAWS 
CLIの基盤です。
AWS CLIおよび SDK for Java の情報へのアクセスを許可するには、「許可」を選択します。

Java と構築ツールをインストールする
使用する開発環境には次が必要です。

• Java 8 以降。は、Oracle Java SE Development Kit、および、Red Hat OpenJDK、JDK Amazon 
Correttoなどの Open Java Development Kit (OpenJDK)AWS SDK for Java のディストリビューションで
動作します。AdoptOpen

• Apache Maven、Gradle、IntelliJ などの Maven Central をサポートする構築ツールまたは IDE。
• Maven をインストールして使用する方法については、http://maven.apache.org/ を参照してください。
• Gradle をインストールして使用する方法については、https://gradle.org/ を参照してください。
• IntelliJ IDEA をインストールして使用する方法については、https://www.jetbrains.com/idea/ を参照し

てください。

追加認証オプション
プロファイルや環境変数の使用など、SDK の認証に関するその他のオプションについては、『AWS SDK 
and Tools リファレンスガイド』の「設定」の章を参照してください。

構築ツールセットアップ
Apache Maven プロジェクトの設定
Apache Maven を使用して、AWS SDK for Java プロジェクトの設定および構築、SDK 自体の構築を行う
ことができます。
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前提条件
Maven で AWS SDK for Java を使用するには、次のものが必要です。

• Java 8.0 以降。最新の Java SE Development Kit ソフトウェアは http://www.oracle.com/technetwork/ 
java/javase/downloads/ からダウンロードできます。AWS SDK for Java は OpenJDK と Amazon 
Corretto (Open Java Development Kit (OpenJDK) のディストリビューション) でも機能します。最
新の OpenJDK バージョンは https://openjdk.java.net/install/index.html からダウンロードしてくださ
い。Corretto ページから最新の Amazon Corretto 8 または Amazon Corretto 11 バージョンをダウンロー
ドします。

• Apache Maven。Maven をインストールする必要がある場合は、http://maven.apache.org/ にアクセスし
てダウンロードおよびインストールします。

Maven プロジェクトの作成
Maven プロジェクトを作成するには、ターミナルまたはコマンドプロンプトウィンドウで Maven コマン
ドを使用します。

mvn -B archetype:generate \ 
 -DarchetypeGroupId=software.amazon.awssdk \ 
 -DarchetypeArtifactId=archetype-lambda -Dservice=s3 -Dregion=US_WEST_2 \ 
 -DgroupId=com.example.myapp \ 
 -DartifactId=myapp

Note

com.example.myapp をアプリケーションの完全パッケージ名前空間に置き換えます。ま
た、myapp をプロジェクト名に置き換えます。これがプロジェクトのディレクトリの名前になり
ます。

このコマンドは、アーキタイプテンプレートツールキットを使用して Maven プロジェクトを作成します。
アーキタイプは、AWS Lambda関数ハンドラープロジェクトのスキャフォールディングを生成します。こ
のプロジェクトの原型は Java SE 8 でコンパイルできるように事前設定されており、Java 2.x 用の SDK 
への依存関係も含まれています。

Maven プロジェクトの作成と設定の詳細については、「Maven 入門ガイド」を参照してください。

Maven 用の Java コンパイラの設定
前述のように、AWS Lambda プロジェクトのアーキタイプを使用してプロジェクトを作成した場合、この
操作はすでに完了しています。

この設定が存在することを確認するには、まず、前のコマンドを実行したときに作成したプロジェクト
フォルダ (myapp など) から pom.xml ファイルを開きます。11 行目と 12 行目を見て、この Maven プロ
ジェクトの Java コンパイラのバージョン設定を確認します。また、71～75 行目を見て、必要な Maven 
コンパイラプラグインが含まれていることを確認します。

<project> 
  <properties> 
    <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source> 
    <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target> 
  </properties> 
  <build> 
    <plugins> 
      <plugin> 
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> 

15

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/
https://openjdk.java.net/
https://openjdk.java.net/install/index.html
http://aws.amazon.com/corretto/
http://maven.apache.org/
https://maven.apache.org/guides/getting-started/


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

Apache Maven プロジェクトの設定

        <version>${maven.compiler.plugin.version}</version> 
      </plugin> 
    </plugins> 
  </build>
</project>

別のアーキタイプまたは別の方法でプロジェクトを作成する場合は、Maven コンパイラプラグインがビル
ドの一部であり、pom.xmlそのソースプロパティとターゲットプロパティがファイル内で両方とも 1.8 に
設定されていることを確認する必要があります。

これらの必須の設定を指定する 1 つの方法として、前述のスニペットを参照してください。

または、次のように、プラグイン宣言を使用してインラインでコンパイラ設定を指定することもできま
す。

<project> 
  <build> 
    <plugins> 
      <plugin> 
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> 
        <configuration> 
          <source>1.8</source> 
          <target>1.8</target> 
        </configuration> 
      </plugin> 
    </plugins> 
  </build>
</project>

SDK を依存関係として宣言する
プロジェクトで AWS SDK for Java を使用するには、プロジェクトの pom.xml ファイルで SDK を依存関
係として宣言する必要があります。

前述のように、プロジェクトのアーキタイプを使用してプロジェクトを作成した場合、SDK は
すでにプロジェクトの依存関係として設定されています。この設定を更新して、AWS SDK for 
Java の最新バージョンを参照することをお勧めします。これを行うには、pom.xml ファイルを開
き、aws.java.sdk.version プロパティ (16 行目) を最新バージョンに変更します。次に例を示しま
す。

<project> 
  <properties> 
    <aws.java.sdk.version>2.20.20</aws.java.sdk.version> 
  </properties>
</project>

AWS SDK for JavaAPI リファレンスバージョン 2.xAWS SDK for Java での最新バージョンを最新バー
ジョンを最新バージョンを最新バージョンを最新バージョンを最新バージョンを最新バージョンを最新
バージョンを最新バージョンを確認します。バージョンはページのタイトルに記載されています。

別の方法で Maven プロジェクトを作成した場合は、pom.xml ファイルに次の内容が含まれていることを
確認して、プロジェクトの最新バージョンの SDK を設定します。

<project> 
  <properties> 
    <aws.java.sdk.version>2.20.20</aws.java.sdk.version> 
  </properties> 
  <dependencyManagement> 
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    <dependencies> 
      <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>bom</artifactId> 
        <version>${aws.java.sdk.version}</version> 
        <type>pom</type> 
        <scope>import</scope> 
      </dependency> 
    </dependencies> 
  </dependencyManagement>
</project>

Note

pom.xmlファイル内の 2.X.X をバージョン 2AWS SDK for Java の有効なバージョンに置き換え
ます。

SDK モジュールの依存関係の設定
これで SDK を設定したので、プロジェクトで使用する 1 つ以上の AWS SDK for Java モジュールの依存
関係を追加できます。

各コンポーネントのバージョン番号を指定できますが、dependencyManagement セクションで SDK 
バージョンをすでに宣言しているため、その必要はありません。特定のモジュールのカスタムバージョン
をロードするには、その依存関係のバージョン番号を指定します。

前述のように、プロジェクトのアーキタイプを使用してプロジェクトを作成した場合、プロジェクトはす
でに複数の依存関係で設定されています。これらには、Lambda次のような関数ハンドラーと Amazon S3 
の依存関係が含まれます。

<project> 
  <dependencies> 
    <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>s3</artifactId> 
    </dependency> 
    <dependency> 
      <groupId>com.amazonaws</groupId> 
      <artifactId>aws-lambda-java-core</artifactId> 
      <version>1.2.0</version> 
    </dependency> 
  </dependencies>
</project>

Note

pom.xml上記の例では、依存関係はさまざまなgroupId s からのものです。s3依存関
係はからsoftware.amazon.awssdk、aws-lambda-java-corecom.amazonaws依
存関係はからのものです。bom依存関係管理の設定はのアーティファクトに影響するた
めsoftware.amazon.awssdk、aws-lambda-java-coreアーティファクトにはバージョンが
必要です。
Java 2.x 用の SDK を使用して Lambda 関数ハンドラーを開発するには、aws-
lambda-java-coreが正しい依存関係です。ただし、アプリケーションで、、
などのオペレーションを使用して Lambda リソースを管理する必要がある場
合listFunctionsdeleteFunctioninvokeFunctioncreateFunction、アプリケーション
には次の依存関係が必要です。

<groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
<artifactId>lambda</artifactId>
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プロジェクトに必要な AWS のサービス および機能用のモジュールをプロジェクトに追加します。AWS 
SDK for Java BOM によって管理されるモジュール (依存関係) は、Maven 中央リポジトリ (https:// 
mvnrepository.com/artifact/software.amazon.awssdk/bom/latest) に一覧表示されます。

Note

コード例から pom.xml ファイルを参照して、プロジェクトに必要な依存関係を特定できます。
たとえば、Amazon S3サービスの依存関係に興味がある場合は、AWS上のコード例リポジトリに
あるこの例を参照してください GitHub。(/java2/example_code/s3pom.xml の下にあるファイル
を探してください。)

SDK 全体のプロジェクトへのビルド
アプリケーションを最適化するため、SDK 全体ではなく必要なコンポーネントのみインポートすること
を強くお勧めします。ただし、AWS SDK for Java 全体をプロジェクトにビルドするには、次のように
pom.xml ファイルで宣言します。

<project> 
  <dependencies> 
    <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>aws-sdk-java</artifactId> 
      <version>2.X.X</version> 
    </dependency> 
  </dependencies>
</project>

プロジェクトを構築する
pom.xml ファイルを設定したら、Maven を使用してプロジェクトをビルドできます。

コマンドラインから Maven プロジェクトを構築するには、ターミナルウィンドウまたはコマンドプロンプ
トウィンドウを開き、プロジェクトディレクトリ (myapp など) に移動し、次のコマンドを入力するか、貼
り付けて Enter キーまたは Return キーを押します。

mvn package

これにより、target ディレクトリに 1 つの .jar ファイル (JAR) が作成されます (例: myapp/
target)。この JAR には、pom.xml ファイルの依存関係として指定したすべての SDK モジュールが含ま
れています。

Gradle プロジェクトの設定
Gradle を使用して、AWS SDK for Java プロジェクトを設定および構築できます。

Gradle プロジェクトの SDK 依存関係を管理するには、AWS SDK for Java の Maven 部品表 (BOM) を
build.gradle ファイルにインポートします。

Note

次ので、Gradle のビルドファイル内の 2.20.56 を最新バージョンのAWS SDK for Java v2 に置き
換えます。AWS SDK for JavaAPI リファレンスバージョン 2.x で最新バージョンを検索してくだ
さい。

1. BOM (部品表) をファイルの依存関係セクションに追加します。

...
dependencies { 
    implementation platform('software.amazon.awssdk:bom:2.20.56') 
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 // Declare individual SDK dependencies without version. 
 ...
}

2. dependencies セクションで使用する SDK モジュールを指定します。たとえば、以下には Amazon シン
プルストレージサービスの依存関係が含まれています。

...
dependencies { 
 ... 
 implementation 'software.amazon.awssdk:s3' 
 ...
}

Gradle は BOM の情報を使用して、正しいバージョンの SDK 依存関係を自動的に解決します。

以下は、Groovy と Kotlin の DSL を使った完全な Gradle ビルドファイルを示しています。ビルドファイ
ルには、Amazon S3、認証、ロギング、テストの依存関係が含まれています。Java のソースバージョンと
ターゲットバージョンはバージョン 11 です。

Groovy DSL (build.gradle)

plugins { 
    id 'java'
}

group = 'aws.test'
version = '1.0-SNAPSHOT'

sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_11
targetCompatibility JavaVersion.VERSION_11

repositories { 
    mavenCentral()
}

dependencies { 
    implementation platform('software.amazon.awssdk:bom:2.20.56') 
    implementation 'software.amazon.awssdk:s3:' 
    implementation 'software.amazon.awssdk:sso' 
    implementation 'software.amazon.awssdk:ssooidc' 
    implementation 'org.slf4j:slf4j-simple:2.0.5' 
    testImplementation platform('org.junit:junit-bom:5.9.1') 
    testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter'
}

test { 
    useJUnitPlatform()
}

Kotlin DSL (build.gradle.kts)

plugins { 
    `java-library`
}

group = "aws.test"
version = "1.0-SNAPSHOT"
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java { 
    sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_11 
    targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_11
}

repositories { 
    mavenCentral()
}

dependencies { 
    implementation(platform("software.amazon.awssdk:bom:2.20.56")) 
    implementation("software.amazon.awssdk:s3") 
    implementation("software.amazon.awssdk:sso") 
    implementation("software.amazon.awssdk:ssooidc") 
    implementation("org.slf4j:slf4j-simple:2.0.5") 
    testImplementation(platform("org.junit:junit-bom:5.9.1")) 
    testImplementation("org.junit.jupiter:junit-jupiter")
}

tasks.test { 
    useJUnitPlatform()
}

Note

前の例で、Amazon S3 の依存関係を、プロジェクトで使用するAWSのサービスの依存関係に置
き換えます。AWS SDK for JavaBOM によって管理されるモジュール (依存関係) は Maven 中央
リポジトリに一覧表示されます。

BOM を使用した SDK の依存関係の指定の詳細については、Apache Maven プロジェクトのセットアッ
プ (p. 14)を参照してください。

の GraalVM Native Image プロジェクトを設定しま
すAWS SDK for Java

バージョン 2.16.1AWS SDK for Java 以降では、は GraalVM Native Imageout-of-the-box アプリケーショ
ンをサポートします。archetype-app-quickstart Maven アーキタイプを使用して、ネイティブイ
メージサポートが組み込まれたプロジェクトを設定します。

前提条件
• AWS SDK for Java 2.x の設定 (p. 11)の手順を完了します。
• GraalVM Native Image をインストールします。

アーキタイプを使用してプロジェクトの作成
ネイティブイメージサポートが組み込まれた Maven プロジェクトを作成するには、ターミナルまたはコマ
ンドプロンプトウィンドウで、次のコマンドを使用します。

Note

com.example.mynativeimageappアプリケーションの完全パッケージ名前空間に置き換えま
す。また、mynativeimageappプロジェクト名に置き換えます。これがプロジェクトのディレク
トリの名前になります。
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ネイティブイメージを構築する

mvn archetype:generate \ 
    -DarchetypeGroupId=software.amazon.awssdk \ 
    -DarchetypeArtifactId=archetype-app-quickstart \ 
    -DarchetypeVersion=2.16.1 \ 
    -DnativeImage=true \ 
    -DhttpClient=apache-client \ 
    -Dservice=s3 \ 
    -DgroupId=com.example.mynativeimageapp \ 
    -DartifactId=mynativeimageapp \ 
    -DinteractiveMode=false

このコマンドは、AWS SDK for Java、Amazon S3、および ApacheHttpClient HTTP クライアントの
依存関係で設定された Maven プロジェクトを作成します。また、GraalVM Native Image Maven プラグイ
ンへの依存関係も含まれているため、Maven を使用してネイティブイメージを構築できます。

別のの依存関係を含めるにはAmazon Web Services、-Dserviceパラメータの値をそのサービスのアー
ティファクト ID に設定します。例には、dynamodb、comprehend、pinpoint が含まれます。アーティ
ファクト ID の詳細なリストについては、Maven Central の software.amazon.awssdk のマネージド依存関
係のリストを参照してください。

非同期 HTTP クライアントを使用するには、-DhttpClient パラメータを netty-nio-client に設定
します。同期 HTTP クライアントとして apache-client の代わりに UrlConnectionHttpClient を
使用するには、-DhttpClient パラメータを url-connection-client に設定します。

ネイティブイメージを構築する
プロジェクトを作成したら、プロジェクトディレクトリから次のコマンドを実行します (例:
mynativeimageapp:)。

mvn package -P native-image

これにより、target ディレクトリにネイティブイメージアプリケーションが作成されます (例: target/
mynativeimageapp)。

のバージョン 1.x から 2.x への移行AWS SDK for 
Java

AWS SDK for Java 2.x は、Java 8 以降の上に構築された 1.x コードベースビルドの大幅な書き換えです。
これには、整合性と使いやすさの向上や強力に改善されたイミュータブル性などの多くの更新が含まれ
ています。このセクションでは、バージョン 2.x の主な新機能の説明、およびバージョン 1.x から 2.x に
コードを移行する方法についてのガイダンスが用意されています。

トピック
• 新着情報 (p. 21)
• AWS SDK for Java 1.x と 2.x の相違点 (p. 22)
• SDK for Java 1.x と 2.x の使用 side-by-side (p. 31)

新着情報
• 独自の HTTP クライアントを設定できます。HTTP トランスポート設定を参照してください (p. 52)。
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1.x と 2.x の相違点

• 非同期クライアントが完全に非ブロックとなり、CompletableFuture オブジェクトを返すようになり
ました。非同期プログラミング (p. 81)を参照してください。

• 複数ページを返すオペレーションには、自動ページ分割レスポンスがあります。こうすることで、次の
ページを確認したり取得したりすることなく、レスポンスをどう処理するかにコードを集中させること
ができます。ページネーションを参照してください (p. 162)。

• AWS Lambda 関数の SDK 起動時間のパフォーマンスが強化されました。SDK 起動時のパフォーマンス
の向上をご覧ください (p. 48)。

• バージョン 2.x は、リクエストを作成するための、新しい簡易的な方法をサポートします。

Example

dynamoDbClient.putItem(request -> request.tableName(TABLE))

新機能の詳細と特定のコード例については、このガイドの他のセクションを参照してください。

• クイックスタート (p. 3)
• セットアップ (p. 11)
• AWS SDK for Java 2.x のコード例 (p. 178)
• SDK を使用する (p. 33)
• のセキュリティAWS SDK for Java (p. 770)

AWS SDK for Java 1.x と 2.x の相違点
このセクションでは、AWS SDK for Java バージョン 1.x の使用からバージョン 2.x の使用にアプリケー
ションを変換するために注意すべき主要な変更点を説明しています。

Package 名の変更
Java 1.x 用 SDK から Java 2.x 用 SDK への顕著な変更は、パッケージ名の変更で
す。Packagesoftware.amazon.awssdk 名は SDK 2.x ではで始まりますが、SDK 1.x ではで始まりま
すcom.amazonaws。

これらの同じ名前が Maven アーティファクトを SDK 1.x と SDK 2.x と区別しています。SDK 2.x 
の Mavensoftware.amazon.awssdk アーティファクトはgroupId を使用しますが、SDK 1.x の 
Mavencom.amazonaws アーティファクトはgroupId を使用します。

コードによっては、SDK 2.xcom.amazonaws アーティファクトのみを使用するプロジェクトの依存
関係が必要な場合があります。その一例として、サーバーサイドで作業する場合が挙げられますAWS 
Lambda。これは、このガイドの前半の「Apache Maven プロジェクトのセットアップ (p. 17)」セク
ションで説明されています。

Note

SDK 1.x のいくつかのパッケージ名には以下が含まれますv2。この場合にを使用すると、通常、
パッケージ内のコードはバージョン 2 のサービスで動作するように設定されます。v2
完全なパッケージ名はで始まるのでcom.amazonaws、これらは SDK 1.x コンポーネントで
す。SDK 1.x のこれらのパッケージ名の例は次のとおりです。

• com.amazonaws.services.dynamodbv2
• com.amazonaws.retry.v2
• com.amazonaws.services.apigatewayv2
• com.amazonaws.services.simpleemailv2
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高度なライブラリ
Amazon SQSクライアント側バッファリングなどの高レベルライブラリは、バージョン 2.x ではまだ使用
できません。リリースされたライブラリのリストについては、AWS SDK for Java 2.x の変更履歴を参照し
てください。

アプリケーションがバージョン 2.x でリリースされていないライブラリに依存している場合は、1.x と 
2.xpom.xml の両方を使用するようにファイルを構成します。詳細については、SDK for Ruby for Ruby for 
Ruby (p. 31) for forside-by-side Ruby

バージョン 2.x をプロジェクトに追加する
AWS SDK for Java 2.x を使用する場合には、Maven が依存関係を管理するために推奨される方法です。
バージョン 2 のコンポーネントをプロジェクトに追加するには、SDKpom.xml への依存関係を使用して
ファイルを更新します。

Example

<dependencyManagement> 
    <dependencies> 
        <dependency> 
          <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
          <artifactId>bom</artifactId> 
          <version>2.16.1</version> 
          <type>pom</type> 
          <scope>import</scope> 
        </dependency> 
    </dependencies>
</dependencyManagement>

<dependencies> 
    <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>dynamodb</artifactId> 
    </dependency>
</dependencies>

クライアントビルダー
すべてのクライアントは、クライアントビルダーメソッドを使用して作成する必要があります。コンスト
ラクタは利用できなくなりました。

Example バージョン 1.x でクライアントを作成する場合

AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
AmazonDynamoDBClient ddbClient = new AmazonDynamoDBClient();

Example バージョン 2.x でクライアントを作成する場合

DynamoDbClient ddbClient = DynamoDbClient.create();
DynamoDbClient ddbClient = DynamoDbClient.builder().build();

クライアント設定
1.x では、クライアントまたはクライアントビルダーで ClientConfiguration インスタンスを設定し
て、SDK クライアント設定が変更されていました。バージョン 2.x では、クライアント設定は別々の設定
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クラスに分割されています。個別の構成クラスを使用すると、非同期クライアントと同期クライアントに
異なる HTTP クライアントを構成できますが、ClientOverrideConfigurationそれでも同じクラスを
使用できます。

Example バージョン 1.x のクライアント構成の

AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
.withClientConfiguration(clientConfiguration)
.build()

Example バージョン 2.x の同期クライアント設定の場合

ProxyConfiguration.Builder proxyConfig = ProxyConfiguration.builder();

ApacheHttpClient.Builder httpClientBuilder = 
        ApacheHttpClient.builder() 
                        .proxyConfiguration(proxyConfig.build());

ClientOverrideConfiguration.Builder overrideConfig = 
        ClientOverrideConfiguration.builder();

DynamoDbClient client = 
        DynamoDbClient.builder() 
                      .httpClientBuilder(httpClientBuilder) 
                      .overrideConfiguration(overrideConfig.build()) 
                      .build();

Example バージョン 2.x の非同期クライアント設定の場合

NettyNioAsyncHttpClient.Builder httpClientBuilder = 
        NettyNioAsyncHttpClient.builder();

ClientOverrideConfiguration.Builder overrideConfig = 
        ClientOverrideConfiguration.builder();

ClientAsyncConfiguration.Builder asyncConfig = 
        ClientAsyncConfiguration.builder();

DynamoDbAsyncClient client = 
        DynamoDbAsyncClient.builder() 
                           .httpClientBuilder(httpClientBuilder) 
                           .overrideConfiguration(overrideConfig.build()) 
                           .asyncConfiguration(asyncConfig.build()) 
                           .build();

1.x と 2.x 間のクライアント設定メソッドの完全なマッピングに関しては、 AWS SDK for Java 2.x
changelog を参照してください。

設定メソッド
AWS SDK for Java2.x では、セッターメソッド名にset orwith プレフィックスが含まれていません。た
とえば、*.withEndpoint()は「今」です*.endpoint()。

Example 1.x で設定メソッドを使用する場合

AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard() 
          .withRegion("us-east-1") 
          .build();
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Example 2.x で設定メソッドを使用する場合

DynamoDbClient client = DynamoDbClient.builder() 
          .region(Region.US_EAST_1) 
          .build();

クラス名
クライアントクラス名はすべてキャメルケースになり、プレフィックスはなくなりましたAmazon。上記
の変更は、AWS CLI で使用される名前と連携します。クライアント名における変更の詳細な一覧について
は、AWS SDK for Java 2.x changelog を参照してください。

Example 1.x のクラス名の場合

AmazonDynamoDB
AWSACMPCAAsyncClient

Example 2.x のクラス名の場合

DynamoDbClient
AcmAsyncClient

リージョンクラス
AWS SDK for Java バージョン 1.x には複数の Region および Regions クラスが存在し、その両方がコア
パッケージと多くのサービスパッケージにありました。バージョン 2.x の Region および Regions クラ
スは、1 つのコアクラス Region に集約されるようになりました。

Example 1.x のリージョンとリージョンクラス

com.amazonaws.regions.Region
com.amazonaws.regions.Regions
com.amazonaws.services.ec2.model.Region

Example 2.x のリージョンクラス

software.amazon.awssdk.regions.Region

Region クラスの使用に関する変更の詳細については、リージョンクラス名の変更 (p. 29)を参照してく
ださい。

イミュータブルな POJO
クライアントとオペレーションリクエスト、および応答オブジェクトがイミュータブルになり、作成後に
変更できなくなりました。リクエストあるいはレスポンス変数を再利用するには、新しいオブジェクトを
構築してそれを割り当てる必要があります。

Example 1.x でリクエストオブジェクトを更新する場合

DescribeAlarmsRequest request = new DescribeAlarmsRequest();
DescribeAlarmsResult response = cw.describeAlarms(request);

request.setNextToken(response.getNextToken());
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Example 2.x でリクエストオブジェクトを更新する場合

DescribeAlarmsRequest request = DescribeAlarmsRequest.builder().build();
DescribeAlarmsResponse response = cw.describeAlarms(request);

request = DescribeAlarmsRequest.builder() 
        .nextToken(response.nextToken()) 
        .build();

ストリーミング操作
Amazon S3 getObject および putObject メソッドなどのストリーミング操作で、ノンブロッキン
グ I/O がサポートされるようになりました。その結果、リクエストと応答の POJO はパラメータとして
InputStream を使用しなくなりました。代わりに、リクエストオブジェクトはバイトのストリームを受
け入れますRequestBody。非同期クライアントは AsyncRequestBody を受け付けます。

Example 1.xAmazon S3putObject での動作の

s3client.putObject(BUCKET, KEY, new File(file_path));

Example 2.xAmazon S3putObject での動作の

s3client.putObject(PutObjectRequest.builder() 
                                 .bucket(BUCKET) 
                                 .key(KEY) 
                                 .build(), 
                 RequestBody.of(Paths.get("myfile.in")));

同時に、応答オブジェクトは同期クライアントで ResponseTransformer を受け付け、非同期クライア
ントで AsyncResponseTransformer を受け付けます。

Example 1.xAmazon S3getObject での動作の

S3Object o = s3.getObject(bucket, key);
S3ObjectInputStream s3is = o.getObjectContent();
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File(key));

Example 2.xAmazon S3getObject での動作の

s3client.getObject(GetObjectRequest.builder().bucket(bucket).key(key).build(), 
  ResponseTransformer.toFile(Paths.get("key")));

例外変更
例外クラス名、構造、関係も変更されました。
software.amazon.awssdk.core.exception.SdkExceptionException他のすべての例外が拡張す
る新しい基本クラスです。

1.x にマッピングされた 2.x 例外クラス名の完全な一覧については、例外クラス名の変更 (p. 31)を参照
してください。

サービス固有の変更
Amazon S3 オペレーション名の変更
Amazon S3 クライアントの多くのオペレーション名は、AWS SDK for Java 2.x で変更されました。バー
ジョン 1.x では、Amazon S3 クライアントはサービス API から直接生成されません。その結果、SDK オ
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ペレーションとサービス API 間で不整合が発生しました。バージョン 2.x では、サービス API に対してよ
り互換性がある Amazon S3 クライアントを生成するようになりました。

Example 1.x の Amazon S3 クライアントオペレーションの場合

changeObjectStorageClass

Example 2.x の Amazon S3 クライアントオペレーションの場合

copyObject

Example Amazon S3 サービス API の Amazon S3 クライアントオペレーションの場合

CopyObject

オペレーション名のマッピング一覧については、AWS SDK for Java 2.x changelog を参照してください。

クロスリージョンアクセス

セキュリティのベストプラクティスとして、クロスリージョンアクセスは単一クライアントではサポート
されなくなりました。

バージョン 1.x では、Amazon S3Amazon SNS、などのサービスはリージョンの境界を越えてリソースに
アクセスできます。Amazon SQSバージョン 2.x では、同じクライアントを使用してこの操作を行うこと
はできなくなりました。別のリージョンのリソースにアクセスする必要がある場合は、そのリージョンに
クライアントを作成し、適切なクライアントを使用してリソースを取得する必要があります。

その他のクライアント変更
このトピックでは、AWS SDK for Java 2.x のデフォルトのクライアントにおける追加の変更を説明しま
す。

デフォルトクライアントの変更

• Amazon S3 のデフォルトの認証情報プロバイダーチェーンには、匿名の認証情報が含まれなくなりまし
た。AnonymousCredentialsProvider を使用して Amazon S3 に手動で匿名アクセスを指定する必
要があります。

• デフォルトのクライアント作成に関連する以下の環境変数が変更されました。

1.x 2.x

AWS_CBOR_DISABLED CBOR_ENABLED

AWS_ION_BINARY_DISABLE BINARY_ION_ENABLED

• デフォルトのクライアント作成に関連する以下のシステムプロパティが変更されました。

1.x 2.x

com.amazonaws.sdk.disableEc2Metadata aws.disableEc2Metadata

com.amazonaws.sdk.ec2MetadataServiceEndpointOverrideaws.ec2MetadataServiceEndpoint

com.amazonaws.sdk.disableCbor aws.cborEnabled
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1.x 2.x

com.amazonaws.sdk.disableIonBinary aws.binaryIonEnabled

• 以下のシステムプロパティは 2.x でサポートされなくなりました。

1.x

com.amazonaws.sdk.disableCertChecking

com.amazonaws.sdk.enableDefaultMetrics

com.amazonaws.sdk.enableThrottledRetry

com.amazonaws.regions.RegionUtils.fileOverride

com.amazonaws.regions.RegionUtils.disableRemote

com.amazonaws.services.s3.disableImplicitGlobalClients

com.amazonaws.sdk.enableInRegionOptimizedMode

• endpoints.jsonカスタムファイルからの地域設定の読み込みはサポートされなくなりました。

認証情報プロバイダーの変更
認証情報プロバイダー

このセクションでは、AWS SDK for Java のバージョン 1.x と 2.x 間の認証情報プロバイダクラスとメソッ
ドの名前変更のマッピングを提供しています。また、以下ではバージョン 2.x で認証情報が SDK で処理さ
れる方法における主な変更点の一部も表示されています。

• デフォルトの認証情報プロバイダは、バージョン 2.x の環境変数前にシステムプロパティをロードしま
す。詳細については、「認証情報の使用 (p. 36)」を参照してください。

• コンストラクタメソッドは、create あるいは builder メソッドで置き換えられます。

Example

DefaultCredentialsProvider.create();

• 非同期リフレッシュはデフォルトで設定されなくなりました。認証情報プロバイダーの builder で指
定する必要があります。

Example

ContainerCredentialsProvider provider = ContainerCredentialsProvider.builder() 
          .asyncCredentialUpdateEnabled(true) 
          .build();

• ProfileCredentialsProvier.builder() を使用して、カスタムプロファイルファイルへのパスを
指定できます。

Example

ProfileCredentialsProvider profile = ProfileCredentialsProvider.builder() 
          
 .profileFile(ProfileFile.builder().content(Paths.get("myProfileFile.file")).build()) 
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          .build();

• プロファイルのファイル形式がより AWS CLI に一致するように変更されました。詳細については、
『AWS Command Line Interfaceユーザガイド』AWS CLIの「の設定」を参照してください。

バージョン 1.x と 2.x 間でマッピングされた認証情報プロバイダの変更

メソッド名の変更

1.x 2.x

AWSCredentialsProvider.getCredentials AwsCredentialsProvider.resolveCredentials

DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstanceサポート外

AWSCredentialsProvider.getInstance サポート外

AWSCredentialsProvider.refresh サポート外

環境変数名の変更

1.x 2.x

AWS_ACCESS_KEY AWS_ACCESS_KEY_ID

AWS_SECRET_KEY AWS_SECRET_ACCESS_KEY

AWS_CREDENTIAL_PROFILES_FILE AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE

システムプロパティ名の変更

1.x 2.x

aws.secretKey aws.secretAccessKey

com.amazonaws.sdk.disableEc2Metadata aws.disableEc2Metadata

com.amazonaws.sdk.ec2MetadataServiceEndpointOverrideaws.ec2MetadataServiceEndpoint

リージョン名の変更
このセクションでは、Region と Regions クラスの使用に関する AWS SDK for Java 2.x における変更の
導入を説明しています。

リージョンの設定

• AWS一部のサービスには地域固有のエンドポイントがありません。これらのサービスを使用している場
合、リージョンを Region.AWS_GLOBAL または Region.AWS_CN_GLOBAL に設定する必要がありま
す。

Example

Region region = Region.AWS_GLOBAL;

• com.amazonaws.regions.Regions と com.amazonaws.regions.Region クラスが 1 つのクラス
である software.amazon.awssdk.regions.Region に結合されました。
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メソッド名とクラス名のマッピング

次の表では、AWS SDK for Java の 1.x と 2.x 間のリージョン関連クラスをマッピングしています。上記の
クラスのインスタンスを作成するには、of() メソッドを使用できます。

Example

RegionMetadata regionMetadata = RegionMetadata.of(Region.US_EAST_1);

リージョンクラスメソッドの変更

1.x 2.x

Regions.fromName Region.of

Regions.getName Region.id

Regions.getDescription サポート外

リージョン。 getCurrentRegion サポート外

Regions.DEFAULT_REGION サポート外

Regions.name サポート外

リージョンクラスメソッドの変更

1.x 2.x

Region.getName Region.id

地域。 hasHttpsEndpoint サポート外

地域。 hasHttpEndpoint サポート外

地域。 getAvailableEndpoints サポート外

Region.createClient サポート外

RegionMetadata クラスメソッドの変更

1.x 2.x

RegionMetadata.getName RegionMetadata.名前

RegionMetadata. ドメインを取得 RegionMetadata. ドメイン

RegionMetadata. パーティションを取得 RegionMetadata.パーティション

ServiceMetadata クラスメソッドの変更

1.x 2.x

地域。 getServiceEndpoint ServiceMetadata. (リージョン) のエンドポイント

地域。 isServiceSupported ServiceMetadata.regions () .contains (リージョン)
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例外クラス名の変更
このトピックには、バージョン 1.x と 2.x 間で例外クラスに関連する名前の変更のマッピングが含まれて
います。

この表では、例外クラス名の変更をマッピングしています。

1.x 2.x

com.amazonaws.SdkBaseException
com.amazonaws.AmazonClientException

software.amazon.awssdk.core.exception.SdkException

com.amazonaws.SdkClientException software.amazon.awssdk.core.exception.SdkClientException

com.amazonaws.AmazonServiceException software.amazon.awssdk.awscore.exception.AwsServiceException

以下の表では、バージョン 1.x と 2.x 間の例外クラスのメソッドをマッピングしています。

1.x 2.x

AmazonServiceException.getRequestId SdkServiceException.requestId

AmazonServiceException.getServiceName AwsServiceException.awsErrorDetails().serviceName

AmazonServiceException.getErrorCode AwsServiceException.awsErrorDetails().errorCode

AmazonServiceException.getErrorMessage AwsServiceException.awsErrorDetails().errorMessage

AmazonServiceException.getStatusCode AwsServiceException.awsErrorDetails().sdkHttpResponse().statusCode

AmazonServiceException.getHttpHeaders AwsServiceException.awsErrorDetails().sdkHttpResponse().headers

AmazonServiceException.rawResponse AwsServiceException.awsErrorDetails().rawResponse

SDK for Java 1.x と 2.x の使用 side-by-side
プロジェクトで AWS SDK for Java の両方のバージョンを使用できます。

バージョン 1.xAmazon S3 からを使用し、バージョン 2.16.1 からpom.xmlを使用するプロジェクトのファ
イルの例を以下に示します。DynamoDB

Example POM の例

この例は、SDK の 1.x バージョンと 2.xpom.xml バージョンの両方を使用するプロジェクトのファイルエ
ントリを示しています。

<dependencyManagement> 
    <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>com.amazonaws</groupId> 
            <artifactId>aws-java-sdk-bom</artifactId> 
            <version>1.12.1</version> 
            <type>pom</type> 
            <scope>import</scope> 
        </dependency> 
        <dependency> 
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          <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
          <artifactId>bom</artifactId> 
          <version>2.16.1</version> 
          <type>pom</type> 
          <scope>import</scope> 
        </dependency> 
    </dependencies>
</dependencyManagement>

<dependencies> 
    <dependency> 
      <groupId>com.amazonaws</groupId> 
      <artifactId>aws-java-sdk-s3</artifactId> 
    </dependency> 
    <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>dynamodb</artifactId> 
    </dependency>
</dependencies>
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AWS SDK for Java 2.x を使用する
SDK の設定 (p. 11)の手順を完了すると、Amazon S3、DynamoDB、IAM、Amazon 
EC2、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、AWS

サービスクライアントの作成
AWS のサービス に対してリクエストを実行するには、最初に静的ファクトリメソッド builder を使用し
てそのサービスのクライアントとして機能するオブジェクトをインスタンス化する必要があります。その
後、ビルダーのセッターを使用してカスタマイズします。fluent setter メソッドでは builder オブジェク
トが返るため、利便性とコードの可読性を高めるためにメソッドの呼び出しをチェーンすることができま
す。必要なプロパティを設定後、build メソッドを呼び出してクライアントを作成することができます。

例として、このコードスニペットは、Amazon EC2 のサービスクライアントとしてインスタンス化しま
す。Ec2Client

Region region = Region.US_WEST_2;
Ec2Client ec2Client = Ec2Client.builder() 
        .region(region) 
        .build();

Note

SDK のサービスクライアントはスレッドセーフです。最高のパフォーマンスを得るには、長期
間使用するオブジェクトとしてこれらを処理します。各クライアントには、クライアントがガー
ベージコレクションの対象になった場合にリリースされる独自の接続プールリソースを備えてい
ます。
サービスクライアントオブジェクトはイミュータブルであるため、リクエストを実行する各サー
ビスについて、または同じサービスにリクエストを実行するために異なる設定を使用する場合
は、新しいクライアントを作成する必要があります。
すべての AWS のサービスのためにサービスクライアントビルダーで Region を指定しなければ
ならないわけではありません。ただし、アプリケーションで実行する API コールのリージョンを
設定するのがベストプラクティスです。詳細については、AWSリージョンの選択 (p. 46)を参
照してください。

デフォルトのクライアントの使用
このクライアントビルダーには、create という名前の別のファクトリメソッドがあります。このメソッ
ドでは、サービスクライアントがデフォルト設定で作成されます。デフォルトのプロバイダーチェーンを
使用して認証情報と AWS リージョン をロードします。アプリケーションを実行している環境から認証情
報またはリージョンが決定できない場合、create の呼び出しは失敗します。認証情報とリージョンの決
定に関する詳細については、認証情報の使用 (p. 36)および リージョンの選択 (p. 46)を参照してくだ
さい。

例として、このコードスニペットは、Amazon DynamoDB のサービスクライアントとしてインスタンス化
します。DynamoDbClient

DynamoDbClient dynamoDbClient = DynamoDbClient.create();

リクエストの実行
サービスクライアントを使用して、その AWS のサービス に対してリクエストを実行します。
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応答の処理

例えば、このコードスニペットは、新しい Amazon EC2RunInstancesRequest インスタンスを作成す
るためのオブジェクトを作成する方法を示しています。

RunInstancesRequest runInstancesRequest = RunInstancesRequest.builder() 
        .imageId(amiId) 
        .instanceType(InstanceType.T1_MICRO) 
        .maxCount(1) 
        .minCount(1) 
        .build();

ec2Client.runInstances(runInstancesRequest);

応答の処理
応答ハンドラーを使用して、、、、、、、、、、、、、、、、AWS のサービス

例えば、このコードスニペットは、instanceId上記のリクエストから新しいインスタンス用のものを出
力することにより、Amazon EC2RunInstancesResponse からの応答を処理するオブジェクトを作成す
る方法を示しています。

RunInstancesResponse runInstancesResponse = ec2Client.runInstances(runInstancesRequest);
System.out.println(runInstancesResponse.instances().get(0).instanceId());

クライアントを閉じる
サービスクライアントが不要になったら閉じます。

ec2Client.close();

Note

サービスクライアントは AutoClosable インターフェイスを拡張しますが、ベストプラクティ
スとして、特に AWS Lambda 関数などの短期間のコードでは、close() メソッドを明示的に呼
び出す必要があります。

例外処理
SDK はランタイムの (またはチェックされていない) 例外を使用して、エラー処理をきめ細かく制御し、例
外処理がアプリケーションに合わせてスケールされるようにします。

SDK がスローする最も一般的な例外の形式です。SdkServiceExceptionこれらの例外は、AWS のサー
ビスからの応答を表します。またSdkClientException、ネットワーク接続の障害など、クライアント
側 (つまり、開発環境やアプリケーション環境) で問題が発生した場合に生じる

このコードスニペットは、ファイルを Amazon S3 にアップロードするときにサービス例外を処理する 1 
つの方法を示しています。

Region region = Region.US_WEST_2;
s3Client = S3Client.builder() 
        .region(region) 
        .build();

try { 

    PutObjectRequest putObjectRequest = PutObjectRequest.builder() 
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                    .bucket(bucketName) 
                    .key(key) 
                    .build(); 

    s3Client.putObject(putObjectRequest, RequestBody.fromString("SDK for Java test"));

} catch (S3Exception e) { 
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
    System.exit(1);
}

詳細については、例外の処理 (p. 70)を参照してください。

ウェーターの使用
DynamoDB に新しいテーブルを作成したり、新しい Amazon S3 バケットを作成したりするなど、一部の
リクエストの処理には時間がかかります。コードの実行を続行する前にリソースの準備ができているよう
にするには、Waiter を使用します。

例えば、このコードスニペットは、DynamoDB に新しいテーブル (「myTable」) を作成し、テーブルが
ACTIVE ステータスになるのを待ってから、応答を出力します。

DynamoDbClient dynamoDbClient = DynamoDbClient.create();
DynamoDbWaiter dynamoDbWaiter = dynamoDbClient.waiter();

WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse = 
   dynamoDbWaiter.waitUntilTableExists(r -> r.tableName("myTable"));

waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);

詳細については、ウェイターの使用 (p. 175)を参照してください。

サービスクライアントの設定
サービスクライアントの設定をカスタマイズするには、ファクトリメソッド builder のセッターを使用
します。便宜上、より読みやすいコードを作成するために、メソッドをチェーンして複数の構成オプショ
ンを設定します。

例として、次のコードスニペットを参照してください。

ClientOverrideConfiguration clientOverrideConfiguration = 
    ClientOverrideConfiguration.builder() 
                    .apiCallAttemptTimeout(Duration.ofSeconds(1)) 
                    .retryPolicy(RetryPolicy.builder().numRetries(10).build()) 
                    .addMetricPublisher(CloudWatchMetricPublisher.create()) 
                    .build();

Region region = Region.US_WEST_2;
S3Client s3Client = S3Client.builder() 
                    .region(region) 
                    .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create()) 
                    .overrideConfiguration(clientOverrideConfiguration) 
                    .httpClientBuilder(ApacheHttpClient.builder() 
                        
 .proxyConfiguration(proxyConfig.build(ProxyConfiguration.builder())) 
                        .build()) 
                    .build();
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HTTP クライアント

HTTP クライアント
AWS SDK for Java を使用して構築するアプリケーションで、HTTP クライアントのデフォルト設定を変更
できます。HTTP クライアントと設定を構成する方法については、HTTP 設定 (p. 52)を参照してくださ
い。

再試行
再試行モードやバックオフ戦略など、サービスクライアントでの再試行のデフォルト設定を変更できま
す。詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの RetryPolicy クラスを参照してくださ
い。

の再再再再再試行とエクスポネンシャルバックオフを参照してくださいAWS。AWS

タイムアウト
apiCallTimeout および apiCallAttemptTimeout セッターを使用して、各サービスクライアントの
タイムアウトを設定できます。apiCallTimeout の設定は、クライアントが API コールの実行を完了す
るまでの猶予時間です。apiCallAttemptTimeout の設定は、HTTP リクエストが完了するのを待機す
る時間 (リクエストの実行を中止するまでの時間) です。

詳細については、AWS SDK for Java API apiCallAttemptTimeoutリファレンスの
「」apiCallTimeoutと「」を参照してください。

実行インターセプター
リクエスト/応答のライフサイクルのさまざまな部分で、API リクエストと応答の実行をインターセプトす
るコードを記述できます。これにより、メトリクスの発行、実行中のリクエストの変更、リクエスト処理
のデバッグ、例外の表示などを行うことができます。詳細については、AWS SDK for Java API リファレン
スの ExecutionInterceptor インターフェイスを参照してください。

追加情報
• 上記のコードスニペットの完全な例については、「操作」、「操作 (p. 194)」Amazon DynamoDB、

「操作Amazon EC2 (p. 216)」および「操作 (p. 180)」を参照してくださいAmazon S3。

SDK に一時的な認証情報を提供
Amazon Web Servicesの使用をリクエストする前にAWS SDK for Java 2.x、SDKAWS はによって発行さ
れた一時的な認証情報に暗号で署名します。一時的な認証情報にアクセスするために、SDK は複数の場所
を確認して設定値を取得します。

このトピックでは、SDK で一時的な認証情報にアクセスできるようにするいくつかの方法について説明し
ます。

トピック
• 一時認証情報の使用 (p. 37)
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一時認証情報の使用

• デフォルト認証情報プロバイダーチェーン (p. 38)
• 特定の認証情報プロバイダーまたはプロバイダーチェーンを使用する (p. 39)
• プロファイルを使用する (p. 39)
• 外部プロセスからの一時認証情報の読み込み (p. 41)
• 一時的な認証情報をコードで指定 (p. 44)
• Amazon EC2 の IAM ロールの設定 (p. 45)

一時認証情報の使用
AWSセキュリティを強化するために、SDK for Java を設定して、有効期間の長い認証情報の代わりに一
時的な認証情報を使用することを推奨します。一時認証情報は、アクセスキー (アクセスキー ID とシーク
レットアクセスキー) とセッショントークンで構成されています。トークンの更新処理は自動的に行われ
るため、一時的な認証情報を自動的に取得するように SDK を設定することをお勧めします (p. 37)。た
だし、SDK に一時的な認証情報を直接提供することはできます (p. 37)。

IAM Identity Center の設定
the section called “基本的なセットアップ” (p. 12)このガイドで説明されているように IAM Identity Center 
シングルサインオンアクセスを使用するように SDK を設定すると、SDK は自動的に一時的な認証情報を
使用します。

SDK は IAM Identity Center アクセストークンを使用して、configファイルの設定で設定された IAM ロー
ルにアクセスします。sso_role_nameSDK はこの IAM ロールを引き受け、AWS のサービスリクエスト
に使用する一時的な認証情報を取得します。

SDK が設定から一時的な認証情報を取得する方法の詳細については、『AWS SDK およびツールリファレ
ンスガイド』の「IAM Identity Center 認証について」セクションを参照してください。

AWSアクセスポータルから取得
IAM Identity Center のシングルサインオン設定の代わりに、AWSアクセスポータルにある一時的な認証
情報をコピーして使用できます。一時的な認証情報は、プロファイルで使用することも、システムプロパ
ティや環境変数の値として使用することもできます。

一時認証情報用のローカルの認証情報ファイルをセットアップします

1. 共有認証情報ファイルの作成
2. 認証情報ファイルに、有効な一時的な認証情報を貼り付けるまで、次のプレースホルダーテキストを

貼り付けます。

[default]
aws_access_key_id=<value from AWS access portal>
aws_secret_access_key=<value from AWS access portal>
aws_session_token=<value from AWS access portal>

3. ファイルを保存します。これで、~/.aws/credentialsファイルはローカル開発システムに存在し
ているはずです。このファイルには、特定の名前付きプロファイルが指定されていない場合に SDK 
for Java が使用する [デフォルト] プロファイルが含まれています。

4. AWSアクセスポータルにサインイン
5. 次の手順に従って、AWS アクセスポータルから IAM ロール認証情報をコピーします。

Note

ページのタイトルには「CLI アクセス用の IAM ロール認証情報の取得」とありますが、手順
は SDK for Java とAWS Command Line Interface (AWS CLI) にも当てはまります。
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デフォルト認証情報プロバイダーチェーン

a. 手順のステップ 2 では、開発ニーズに合わせてアクセス権を付与する IAMAWS アカウント ロー
ル名と IAM ロール名を選択します。このロールには通常、PowerUserまたは Developer のような
名前が付きます。

b. ステップ4では、「AWS認証情報ファイルにプロファイルを追加」というオプションを選択し、
内容をコピーします。

6. credentialsコピーした認証情報をローカルファイルに貼り付け、生成されたプロファイル名を削除
します。ファイルは次のようになります。

[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token=IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

7. credentials ファイルを保存します。

SDK for Java がサービスクライアントを作成すると、これらの一時的な認証情報にアクセスし、リクエ
ストのたびに使用します。ステップ 5a で選択した IAM ロールの設定により、一時的な認証情報の有効期
間が決まります。最大期間は 12 時間です。

一時的な認証情報の有効期限が切れたら、ステップ 4～7 を繰り返します。

デフォルト認証情報プロバイダーチェーン
DefaultCredentialsProviderデフォルトの認証情報プロバイダーチェーンはクラスによって実装されます。
一時的な認証情報を提供するためのデフォルト構成を設定できる場所を順番にチェックし、最初に設定し
た場所を選択します。

デフォルトの認証情報プロバイダーチェーンを使用してアプリケーションで使用する一時認証情報を提供
するには、認証情報プロバイダーを指定せずにサービスクライアントビルダーを作成します。次のコード
スニペットは、DynamoDbEnhancedClientデフォルトの認証情報プロバイダーチェーンを使用して既定
の構成設定を検索して取得するを作成しています。

Region region = Region.US_WEST_2;
DynamoDbEnhancedClient ddb =  
    DynamoDbEnhancedClient.builder() 
                          .region(region) 
                          .build();

認証情報設定の取得順序
SDK for Java 2.x のデフォルトの認証情報プロバイダーチェーンは、事前定義された順序を使用して環境
内の構成を検索します。

1. Java のシステムプロパティ
• SDK は、SystemPropertyCredentialsProviderこのクラスを使用し

てaws.accessKeyId、aws.secretAccessKey、およびaws.sessionToken Java システムプロ
パティから一時的な認証情報をロードします。

Note

Java システムプロパティの設定方法の詳細については、Java Tutorials の公式ウェブサイト
にあるシステムプロパティのチュートリアルを参照してください。

2. 環境変数
• SDK EnvironmentVariableCredentialsProviderはこのクラスを使用し

て、AWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY、AWS_SESSION_TOKENおよび環境変数から
一時的な認証情報をロードします。
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特定の認証情報プロバイダーまた
はプロバイダーチェーンを使用する

3. AWS Security Token Service からのウェブアイデンティティトークン
• SDK は、WebIdentityTokenFileCredentialsProviderクラスを使用して、Java システムプロパティまた

は環境変数から一時認証情報をロードします。
4. 共有 credentials および config ファイル

• SDK ProfileCredentialsProviderはを使用して、[default]credentialsconfig共有およびファイ
ルのプロファイルから IAM Identity Center のシングルサインオン設定または一時的な認証情報を読み
込みます。

AWSSDK とツールのリファレンスガイドには、SDK for Java が IAM Identity Center のシングルサイ
ンオントークンと連携して、SDK AWS のサービスが呼び出しに使用する一時的な認証情報を取得す
る方法について詳しく説明しています。

Note

credentials および config ファイルは、さまざまな AWS SDK およびツールによって
共有されます。詳細については、『AWS SDK とツールのリファレンスガイド』の「.aws/
credentials ファイルと.aws/config ファイル」を参照してください。

5. Amazon ECS コンテナ認証情報
• SDK ContainerCredentialsProviderはクラスを使用し

て、AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URIシステム環境変数から一時的な認証情報を
ロードします。

6. Amazon EC2インスタンス IAM ロール提供認証情報
• SDK InstanceProfileCredentialsProviderAmazon EC2はクラスを使用してメタデータサービスから一

時的な認証情報を読み込みます。

特定の認証情報プロバイダーまたはプロバイダー
チェーンを使用する
デフォルトの認証情報プロバイダーチェーンの代わりに、SDK が使用する認証情報プロバイダーを指定で
きます。特定の認証情報プロバイダーを指定すると、SDK はさまざまな場所を確認するプロセスをスキッ
プするため、サービスクライアントの作成時間がわずかに短縮されます。

例えば、環境変数を使用してデフォルトの構成を設定する場合は、次のコードスニペットのよう
に、EnvironmentVariableCredentialsProviderオブジェクトをサービスクライアントビルダーの 
keycredentialsProvider メソッドに提供します。

Region region = Region.US_WEST_2;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder() 
      .region(region) 
      .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create()) 
      .build();

認証情報プロバイダーとプロバイダーチェーンの完全なリストについては、の「すべての既知の実装クラ
ス」を参照してくださいAwsCredentialsProvider。

Note

AwsCredentialsProviderインターフェイスを実装することにより、独自の認証情報プロバイ
ダーまたはプロバイダーチェーンを使用できます。

プロファイルを使用する
configcredentials共有とファイルを使用して、複数のプロファイルを設定できます。これにより、ア
プリケーションで複数の認証情報設定を使用できます。[default]プロフィールは以前に言及されまし
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プロファイルを使用する

た。SDK ProfileCredentialsProviderはクラスを使用して、credentials共有ファイルで定義されているプ
ロファイルから設定を読み込みます。

次のコードスニペットは、という名前のプロファイルの一部として定義された設定を使用するサービスク
ライアントを構築する方法を示していますmy_profile。

Region region = Region.US_WEST_2;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder() 
      .region(region) 
      .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("my_profile")) 
      .build();

別のプロファイルをデフォルトとして設定
[default] プロファイル以外のプロファイルをアプリケーションのデフォルトとして設定するに
は、AWS_PROFILE 環境変数をカスタムプロファイルの名前に設定します。

この変数を Linux、macOS、または Unix で設定するには、export を使用します。

export AWS_PROFILE="other_profile"

Windows でこれらの変数を設定するには、set を使用します。

set AWS_PROFILE="other_profile"

または、aws.profile Java システムプロパティをプロファイルの名前に設定します。

プロファイル認証情報の再読み込み
profileFile()ビルダーにプロファイル認証情報をリロードするメソッドがある認証
情報プロバイダーならどれでも設定できます。これらの認証情報プロファイルクラス
はProfileCredentialsProvider、、、DefaultCredentialsProviderInstanceProfileCredentialsProvider、
およびです。ProfileTokenProvider.

Note

プロファイル認証情報の再ロードは、プロファイルファイル内の次の設
定aws_access_key_id、aws_secret_access_key、およびでのみ機能しま
すaws_session_token。
region、sso_sessionsso_account_id、source_profileなどの設定は無視されます。

サポートされている認証情報プロバイダがプロファイル設定をリロードするように設定するに
は、profileFile() Builder ProfileFileSupplierメソッドにのインスタンスを指定します。次の
コード例はProfileCredentialsProvider、[default]プロファイルから認証情報設定をリロードす
る方法を示しています。

ProfileCredentialsProvider provider = ProfileCredentialsProvider 
    .builder() 
    .profileFile(ProfileFileSupplier.defaultSupplier()) 
    .build();

// Set up a service client with the provider instance.
DynamoDbClient dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder() 
                    .region(Region.US_EAST_1) 
                    .credentialsProvider(provider) 
                    .build();

/* 
    Before dynamoDbClient makes a request, it reloads the credentials settings  
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    by calling provider.resolveCredentials().
*/

ProfileCredentialsProvider.resolveCredentials()が呼び出されると、SDK for Java は設定を
リロードします。 ProfileFileSupplier.defaultSupplier()は、SDK ProfileFileSupplierが
提供するいくつかの便利な実装のうちの 1 つです。ユースケースで必要な場合は、独自の実装を提供でき
ます。

次の例は、ProfileFileSupplier.reloadWhenModified()便利なメソッドの使用を示しています。
reloadWhenModified()Pathにはパラメータがあるため、標準の場所~/.aws/credentials (また
はconfig) 場所ではなく、設定のソースファイルを柔軟に指定できます。

SDK がファイルの内容が変更されたと判断した場合にのみ、resolveCredentials()が呼び出されたと
きに設定が再ロードされます。

Path credentialsFilePath = ...

ProfileCredentialsProvider provider = ProfileCredentialsProvider 
    .builder() 
    .profileFile(ProfileFileSupplier.reloadWhenModified(credentialsFilePath, 
 ProfileFile.Type.CREDENTIALS)) 
    .profileName("my-profile") 
    .build();
/* 
    A service client configured with the provider instance calls 
 provider.resolveCredential() 
    before each request.
*/

ProfileFileSupplier.aggregate()このメソッドは、複数の設定ファイルの内容をマージしま
す。resolveCredentials()呼び出しごとにファイルを再ロードするか、ファイルの設定を最初に読み
込んだときに修正するかを決定します。

次の例は、プロファイル設定を含む 2DefaultCredentialsProvider つのファ
イルの設定をマージする例です。SDK は、呼び出されて設定が変更されるたび
にresolveCredentials()、credentialsFilePath変数が指すファイル内の設定を再読み込みしま
す。profileFileオブジェクトの設定は変わりません。

Path credentialsFilePath = ...;
ProfileFile profileFile = ...;

DefaultCredentialsProvider provider = DefaultCredentialsProvider 
        .builder() 
        .profileFile(ProfileFileSupplier.aggregate( 
                ProfileFileSupplier.reloadWhenModified(credentialsFilePath, 
 ProfileFile.Type.CREDENTIALS), 
                ProfileFileSupplier.fixedProfileFile(profileFile))) 
        .profileName("my-profile") 
        .build();
/* 
    A service client configured with the provider instance calls 
 provider.resolveCredential() 
    before each request.
*/

外部プロセスからの一時認証情報の読み込み
Warning

以下に、外部プロセスから一時認証情報を調達する方法について説明します。これは潜在的に危
険な場合がありますので、注意して進めてください。可能であれば、他の認証情報プロバイダー
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を優先します。このオプションを使用する場合は、使用しているオペレーティングシステムのセ
キュリティ上のベストプラクティスに従って、configファイルができるだけロックダウンされて
いることを確認する必要があります。
StdErrカスタム認証情報ツールがに秘密情報を書き込まないようにしてください。SDK および
AWS CLIがそのような情報をキャプチャしてログに記録し、不正なユーザーに公開される可能性
があるためです。

SDK for Java 2.x では、カスタムユースケース用の一時的な認証情報を外部プロセスから取得できます。
この機能を設定するには 2 つの方法があります。

credential_process設定を使う
一時的な認証情報を提供するメソッドがある場合は、credential_processconfigその設定をプロファ
イル定義の一部としてファイルに追加することで統合できます。指定する値は、コマンドファイルのフル
パスを使用する必要があります。ファイルパスにスペースが含まれている場合は、引用符で囲みます。

SDK は指定されたとおりにコマンドを呼び出し、から JSON データを読み取りますstdout。

次の例は、スペースのないファイルパスとスペースのあるファイルパスにこの設定を使用する方法を示し
ています。

Linux/macOS

ファイルパスにスペースなし

[profile process-credential-profile]
credential_process = /path/to/credential/file/credential_file.sh --custom-command 
 custom_parameter

ファイルパス内のスペース

[profile process-credential-profile]
credential_process = "/path/with/space to/credential/file/credential_file.sh" --
custom-command custom_parameter

Windows

ファイルパスにスペースなし

[profile process-credential-profile]
credential_process = C:\Path\To\credentials.cmd --custom_command custom_parameter

ファイルパス内のスペース

[profile process-credential-profile]
credential_process = "C:\Path\With Space To\credentials.cmd" --custom_command 
 custom_parameter

次のコードスニペットは、という名前のプロファイルの一部として定義された一時認証情報を使用する
サービスクライアントを構築する方法を示していますprocess-credential-profile。

Region region = Region.US_WEST_2;
S3Client s3Client = S3Client.builder() 
      .region(region) 
      .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("process-credential-profile")) 
      .build();
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外部プロセスを一時的な認証情報のソースとして使用する方法の詳細については、『AWS SDK および
ツールリファレンスガイド』の「プロセス認証情報」セクションを参照してください。

ProcessCredentialsProvider を使用する
configファイル内の設定を使用する代わりに、SDK を使用して Java を使用して一時的な認証情報を読み
込むこともできます。ProcessCredentialsProvider

次の例は、ProcessCredentialsProviderを使用して外部プロセスを指定する方法と、一時的な認証情
報を使用するサービスクライアントを設定する方法のさまざまなバージョンを示しています。

Linux/macOS

ファイルパスにスペースなし

ProcessCredentialsProvider credentials =  
    ProcessCredentialsProvider 
        .builder() 
        .command("/path/to/credentials.sh optional_param1 optional_param2") 
        .build();

S3Client s3 = S3Client.builder() 
                      .region(Region.US_WEST_2) 
                      .credentialsProvider(credentials) 
                      .build();

ファイルパス内のスペース

ProcessCredentialsProvider credentials =  
    ProcessCredentialsProvider 
        .builder() 
        .command("/path\\ with\\ spaces\\ to/credentials.sh optional_param1 
 optional_param2") 
        .build();

S3Client s3 = S3Client.builder() 
                      .region(Region.US_WEST_2) 
                      .credentialsProvider(credentials) 
                      .build();

Windows

ファイルパスにスペースなし

ProcessCredentialsProvider credentials =  
    ProcessCredentialsProvider 
        .builder() 
        .command("C:\\Path\\To\\credentials.exe optional_param1 optional_param2") 
        .build();

S3Client s3 = S3Client.builder() 
                      .region(Region.US_WEST_2) 
                      .credentialsProvider(credentials) 
                      .build();

ファイルパス内のスペース

ProcessCredentialsProvider credentials =  
    ProcessCredentialsProvider 
        .builder() 
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        .command("\"C:\\Path\\With Spaces To\\credentials.exe\" optional_param1 
 optional_param2") 
        .build();

S3Client s3 = S3Client.builder() 
                      .region(Region.US_WEST_2) 
                      .credentialsProvider(credentials) 
                      .build();

一時的な認証情報をコードで指定
デフォルトの認証情報チェーン、または特定あるいはカスタムのプロバイダーやプロバイダーチェーン
がアプリケーションに対して機能しない場合は、一時認証情報をコードで直接指定できます。これらに
は、前述の (p. 37) IAM ロール認証情報でも、AWS Security Token Service (AWS STS) から取得した
一時的な認証情報でもかまいません。を使用して一時的な認証情報を取得した場合はAWS STS、AWS の
サービス次のコード例に示すようにクライアントに提供します。

1. AwsCredentialsインターフェイスを提供するクラス (など) をインスタンス化しま
すAwsSessionCredentials。接続に使用するAWSアクセスキーおよびセッショントークンを指定しま
す。

2. StaticCredentialsProviderオブジェクトを作成し、AwsSessionCredentialsそのオブジェクトと共に
提供します。

3. StaticCredentialsProvider を使用してサービスクライアントビルダーを設定し、クライアントを
構築します。

次の例では、指定した一時認証情報を使用して Amazon S3 サービスクライアントを作成します。

public static void assumeRole(String roleArn, String roleSessionName) { 
    // The IAM role represented by the roleArn parameter can be assumed by any user in the 
 same account 
    // and has read-only permissions when it accesses Amazon S3. 

    // The default credentials provider chain will find the single sign-on settings in the 
 [default] profile. 
    StsClient stsClient = StsClient.builder() 
            .region(Region.US_EAST_1) 
            .build(); 
    try { 
        AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder() 
                .roleArn(roleArn) 
                .roleSessionName(roleSessionName) 
                .build(); 

        AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest); 
        Credentials tempRoleCredentials = roleResponse.credentials(); 
        // The following temporary credential items are used when Amazon S3 is called 
        String key = tempRoleCredentials.accessKeyId(); 
        String secKey = tempRoleCredentials.secretAccessKey(); 
        String secToken = tempRoleCredentials.sessionToken(); 

        // List all buckets in the account using the temporary credentials retrieved by 
 invoking assumeRole. 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        S3Client s3 = S3Client.builder() 
                
 .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(AwsSessionCredentials.create(key, 
 secKey, secToken))) 
                .region(region) 
                .build(); 
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        List<Bucket> buckets = s3.listBuckets().buckets(); 
        for (Bucket bucket : buckets) { 
            System.out.println("bucket name: " + bucket.name()); 
        } 
    } catch (StsException e) { 
        System.err.println(e.getMessage()); 
        System.exit(1); 
    }
}

Amazon EC2 の IAM ロールの設定
EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または AWS API リクエストを作成しているアプリケーション
のために一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールが使用できます。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。

このトピックでは、Amazon EC2 で実行されている AWS SDK for Java アプリケーションで IAM ロールを
使用する方法について説明します。

Amazon EC2デフォルトのプロバイダーチェーンとインスタンス
プロファイル
AWScreateアプリケーションがこのメソッドを使用したクライアントを作成した場合、the section called 
“デフォルト認証情報プロバイダーチェーン” (p. 38)クライアントはセクションのデフォルトの認証情報
プロバイダーチェーンを使用した一時的な認証情報を検索します。

デフォルトのプロバイダーチェーンの最終ステップは、Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを
実行している場合にのみ行います。ただし、Amazon EC2インスタンスを操作するときの使いやすさとセ
キュリティが向上します。InstanceProfileCredentialsProviderインスタンスをクライアントコンストラク
ターに直接渡して、デフォルトのプロバイダーチェーン全体を経由せずにインスタンスプロファイルの認
証情報を取得することもできます。

これを、次の例に示します。

S3Client s3 = S3Client.builder() 
       .credentialsProvider(InstanceProfileCredentialsProvider.builder().build()) 
       .build();

この方法を使用する場合、SDK は、インスタンスプロファイルの Amazon EC2 インスタン
スに関連付けられている IAM ロールに関連付けられた許可と同じアクセス許可を持つ一時的
な AWS 認証情報を取得します。これらの認証情報は一時的なもので、最終的には失効します
が、InstanceProfileCredentialsProvider定期的に更新して、引き続きにアクセスできるようにし
ますAWS。

ウォークスルー: EC2 インスタンスでの IAM ロールの使用
このチュートリアルでは、IAM ロールを使用して Amazon S3 からオブジェクトを取得し、アクセスを管
理する方法を示します。

IAM ロールを作成する
Amazon S3 に読み取り専用アクセスを付与する IAM ロールを作成します。

45

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/auth/credentials/InstanceProfileCredentialsProvider.html


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

AWS リージョンの選択

1. IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、「ロール」を選択し、次に「ロールを作成」 を選択します。
3. 「信頼できるエンティティの選択」ページで、を選択しますAWS のサービス。[Use case] (ユースケー

ス) で、[EC2] を選択します。[Next] (次へ) を選択します。
4. [権限の追加] ページで、Amazon S3ReadOnlyAccess権限ポリシーリストから選択し、[次へ] を選択し

ます。

ロールの名前を入力し、[ロールの作成] を選択します。この名前を書き留めておきます。Amazon EC2
インスタンスを起動するために必要です。

EC2 インスタンスの起動と IAM ロールの添付

コンソールを使用して Amazon EC2 インスタンスを起動して IAM ロールを使用して Amazon EC2 インス
タンスを起動するには、Linux インスタンス向け Amazon EC2 ユーザーガイドの指示に従います。

Note

そのインスタンスに接続するには、セキュリティグループとキーペアを作成するか、または既存
のものを使用する必要があります。

IAMAmazon EC2これとセットアップを行うと、アプリケーションをインスタンスにデプロイで
き、Amazon EC2インスタンスには読み取りアクセス権が付与されますAmazon S3。

AWS リージョンの選択
リージョンを使用すると、特定の地域に物理的に存在する AWS のサービスにアクセスすることができま
す。これは、冗長性と、ユーザーがアクセスする場所の近くでのデータとアプリケーションの実行を維持
するために有効です。

AWS SDK for Java 2.x では、バージョン 1.x からの異なるリージョン関連のすべてのクラスが 1 つのリー
ジョンクラスにまとめられています。このクラスは、リージョンに関するメタデータの取得や、リージョ
ン内でサービスが使用可能かどうかのチェックなど、リージョンに関するすべてのアクションで使用でき
ます。

リージョンの選択
リージョン名を指定することができます。これにより、SDK によって、適切なエンドポイントが自動的に
選択されます。

リージョンを明示的に設定するには、Region クラスで定義されている定数を使用することをお勧めしま
す。これは、公開されている利用可能なすべてのリージョンを列挙したものです。そのクラスのリージョ
ンが設定されたクライアントを作成するには、以下のコードを使用します。

Ec2Client ec2 = Ec2Client.builder() 
          .region(Region.US_WEST_2) 
          .build();

使用するリージョンが Region クラスの定数でない場合は、of メソッドを使用して新しいリージョンを
作成することができます。この機能を使用することで、SDK をアップグレードせずに、新しいリージョン
にアクセスすることができます。

Region newRegion = Region.of("us-east-42");
Ec2Client ec2 = Ec2Client.builder() 
          .region(newRegion) 
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          .build();

Note

ビルダーを使用してクライアントをビルドした後、そのクライアントはイミュータブルとなり、
リージョンは変更不可能です。同じサービスで複数の AWS リージョン を使用している場合は、
複数のクライアント (リージョンごとに 1 つ) を作成する必要があります。

特定のエンドポイントの選択
各 AWS クライアントは、endpointOverride メソッドを呼び出して、リージョン内の特定のエンドポ
イントを使用するように設定できます。

例えば、欧州 (アイルランド) リージョンを使用するように Amazon EC2 クライアントを設定するには、
次のコードを使用します。

Ec2Client ec2 = Ec2Client.builder() 
               .region(Region.EU_WEST_1) 
               .endpointOverride(URI.create("https://ec2.eu-west-1.amazonaws.com")) 
               .build();

すべての AWS のサービスで使用されるリージョンと対応するエンドポイントの最新リストについて
は、リージョンとエンドポイントを参照してください。

環境からリージョンを自動的に決定する
Amazon EC2 または AWS Lambda で実行する場合に、コードが実行されているリージョンと同じリー
ジョンを使用するようにクライアントを構成することができます。そうすることによって、コードとそれ
が実行される環境が分離され、レイテンシーの低減や冗長化のために複数のリージョンにデプロイするこ
とが容易になります。

認証情報/リージョンのデフォルトプロバイダーチェーンを使用して環境からリージョンを決定するには、
クライアントビルダーの create メソッドを使用します。

Ec2Client ec2 = Ec2Client.create();

region メソッドを使用してリージョンを明示的に設定しない場合は、SDK によってリージョンのデフォ
ルトプロバイダーチェーンが確認され、使用するリージョンが判断されます。

デフォルトのリージョンプロバイダーチェーン
リージョンルックアップ手順は以下のとおりです。

1. ビルダー自体で region を使用して設定されている明示的なリージョンは、その他の設定より優先され
ます。

2. AWS_REGION 環境変数が確認されます。設定されている場合は、そのリージョンを使用してクライアン
トが設定されます。

Note

この環境変数は Lambda コンテナによって設定されます。
3. SDK は AWS の共有設定ファイル (通常は ~/.aws/config にあります) を確認します。リージョンプ

ロパティがあると、SDK はこのプロパティを使用します。
• AWS_CONFIG_FILE 環境変数を使用すると、共有設定ファイルの場所をカスタマイズできます。
• AWS_PROFILE 環境変数または aws.profile システムプロパティを使用して、SDK によってロード

されるプロファイルをカスタマイズできます。
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リージョンでのサービス可用性の確認

4. SDK は、Amazon EC2 インスタンスのメタデータサービスを使用して現在実行中の Amazon EC2 イン
スタンスのリージョンを決定しようとします。

5. この時点で SDK によってリージョンがまだ見つかっていない場合は、クライアント作成が失敗し、例
外が発生します。

AWS アプリケーション開発の一般的なアプローチとしては、ローカル開発では共有設定ファイル (認証
情報の取得順序 (p. 38)を参照) を使用してリージョンを設定し、AWS インフラストラクチャでの実行
時には、リージョンのデフォルトプロバイダーチェーンに依存してリージョンを決定します。これによっ
て、クライアントの作成が大幅に簡略化され、アプリケーションの性が維持されます。

リージョンでのサービス可用性の確認
特定の AWS のサービス がリージョンで使用できるかどうかを確認するには、確認が必要なサービス
で、serviceMetadata メソッドおよび region メソッドを使用します。

DynamoDbClient.serviceMetadata().regions().forEach(System.out::println);

指定できるリージョンについて Region クラスのドキュメントを参照し、クエリするサービスのエンドポ
イントプレフィックスを使用します。

の SDK 起動時間の短縮AWS Lambda
の目標の 1AWS SDK for Java 2.x つは、AWS Lambda機能の起動待ち時間を減らすことです。SDK に
は、起動時間を短縮する変更が含まれています。これについては、このトピックの最後で説明します。

まず、このトピックでは、コールドスタート時間を短縮するために実施できる変更に焦点を当てます。こ
れには、コード構造やサービスクライアントの設定の変更が含まれます。

SDK を使用するUrlConnectionHttpClient
同期シナリオの場合、SDK for Java 2.x には UrlConnectionHttpClientJDK の HTTP クライアントク
ラスに基づくクラスが用意されています。UrlConnectionHttpClientはクラスパスにすでに存在する
クラスをベースとしているため、ロードする余分な依存関係はありません。

Lambda プロジェクトにを追加し、その使用方法を設定する方法については、を参照してくださいURL 接
続ベースの HTTP クライアントの設定 (p. 58)。UrlConnectionHttpClient

Note

には、SDK と比較していくつかの機能制限がありま
すApacheHttpClient。UrlConnectionHttpClientApacheHttpClientは SDK のデフォル
トの非同期 HTTP クライアントです。たとえば、は HTTP PATCHUrlConnectionHttpClient
メソッドをサポートしていません。
一握りのAWS API オペレーションには PATCH リクエストが必要です。これらの操作名は通常、
で始まりますUpdate*。次にいくつかの例を示します。

• AWS Security HubAPI Update*BatchUpdateFindingsのいくつかの操作と操作
• すべての Amazon API Gateway API Update*オペレーション
• アマゾン WorkDocs API Update*の複数のオペレーション

を使用する可能性がある場合はUrlConnectionHttpClient、まず使用しているの API リファ
レンスを参照してください。AWS のサービス必要な操作に PATCH 操作が使用されているかどう
かを確認してください。
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SDK を使用するAwsCrtAsyncHttpClient

SDK を使用するAwsCrtAsyncHttpClient
AwsCrtAsyncHttpClientは、SDK の Lambda 起動時間を短縮するための非同期処理です。

AwsCrtAsyncHttpClientは非同期のノンブロッキング HTTP クライアントです。C プログラミング言
語で記述されたAWS Common Runtime の Java バインディングの上に構築されています。AWSCommon 
Runtimeの開発における目標の1つに、高速パフォーマンスがあります。

このガイドの HTTP クライアントの設定に関するセクションに
は (p. 65)、LambdaAwsCrtAsyncHttpClient プロジェクトへのの追加と使用の設定に関する情報が
記載されています。

未使用の HTTP クライアント依存関係を削除する
UrlConnectionHttpClientまたはを明示的に使用することに加えてAwsCrtAsyncHttpClient、SDK 
がデフォルトで取り込む他の HTTP クライアントを削除できます。Lambda の起動時間は、ロードする必
要のあるライブラリが少ないほど短くなるため、JVM がロードする必要のある未使用のアーティファクト
をすべて削除する必要があります。

以下の Mavenpom.xml ファイルのスニペットは、Apache ベースの HTTP クライアントと Netty 
ベースの HTTP クライアントを除外していることを示しています。（これらのクライアントは、
を使用する場合は必要ありません）UrlConnectionHttpClient。この例では、HTTP クラ
イアントのアーティファクトを S3 クライアントの依存関係から除外し、url-connection-
clientUrlConnectionHttpClientアーティファクトを追加してクラスを取り込みます。

<project> 
    <properties> 
        <aws.java.sdk.version>2.17.290</aws.java.sdk.version> 
    <properties> 
    <dependencyManagement> 
        <dependencies> 
            <dependency> 
                <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
                <artifactId>bom</artifactId> 
                <version>${aws.java.sdk.version}</version> 
                <type>pom</type> 
                <scope>import</scope> 
            </dependency> 
        </dependencies> 
    </dependencyManagement> 
    <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>url-connection-client</artifactId> 
        </dependency> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>s3</artifactId> 
            <exclusions> 
                <exclusion> 
                    <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
                    <artifactId>netty-nio-client</artifactId> 
                </exclusion> 
                <exclusion> 
                    <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
                    <artifactId>apache-client</artifactId> 
                </exclusion> 
            </exclusions> 
        </dependency> 
    </dependencies>
</project>
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を使用する場合はAwsCrtAsyncHttpClient、url-connection-clientの依存関係をの依存関係に置
き換えてくださいaws-crt-client。

Note

<exclusions>pom.xmlファイル内のすべてのサービスクライアント依存関係に要素を追加しま
す。

サービスクライアントをショートカット検索に設定
地域を指定してください

サービスクライアントを作成するときは、regionサービスクライアントビルダーのメソッドを呼び
出します。これにより、AWS リージョン複数の場所で情報をチェックする SDK のデフォルトのリー
ジョン検索プロセスがショートカットされます。

Lambda コードをリージョンから独立させるには、regionメソッド内で次のコードを使用してくださ
い。このコードは、LambdaAWS_REGION コンテナによって設定された環境変数にアクセスします。

Region.of(System.getenv(SdkSystemSetting.AWS_REGION.environmentVariable()))

EnvironmentVariableCredentialProvider を使用する

リージョン情報のデフォルトの検索動作と同様に、SDK は認証情報を複数の場所で検索しま
す。EnvironmentVariableCredentialProviderサービスクライアントを構築するときにを指定
することで、SDK の検索処理にかかる時間を節約できます。

Note

この認証情報プロバイダーを使用すると、Lambdaコードを関数で使用できるようになります
が、Amazon EC2他のシステムでは機能しない場合があります。

次のコードスニペットは、Lambda 環境で使用するために適切に設定された S3 サービスクライアントを
示しています。

S3Client client = S3Client.builder() 
       .region(Region.of(System.getenv(SdkSystemSetting.AWS_REGION.environmentVariable()))) 
       .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create()) 
       .httpClient(UrlConnectionHttpClient.builder().build()) 
       .build();

Lambda 関数ハンドラの外部で SDK クライアントを
発行する
Lambda ハンドラーメソッド以外で SDK クライアントを初期化することをお勧めします。これにより、実
行コンテキストが再利用される場合に、サービスクライアントの初期化をスキップできます。クライアン
トインスタンスとその接続を再利用することで、その後のハンドラーメソッドの呼び出しがより迅速に行
われます。

次の例では、S3Clientインスタンスは静的ファクトリメソッドを使用してコンストラクターで初期化さ
れます。Lambda 環境で管理されているコンテナを再利用すると、S3Client初期化されたインスタンス
が再利用されます。

public class App implements RequestHandler<Object, Object> { 
    private final S3Client s3Client; 

    public App() { 
        s3Client = DependencyFactory.s3Client(); 
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    } 

    @Override 
    public Object handle Request(final Object input, final Context context) { 
         ListBucketResponse response = s3Client.listBuckets(); 
         // Process the response. 
    }
}

依存注入を最小限に抑える
依存性注入 (DI) フレームワークは、セットアッププロセスを完了するまでにさらに時間がかかる場合があ
ります。また、追加の依存関係が必要になる場合があり、ロードに時間がかかります。

DI フレームワークが必要な場合は、Dagger などの軽量な DI フレームワークを使用することをお勧めしま
す。

Maven アーキタイプターゲティングを使用するAWS 
Lambda
AWSJava SDK チームは、最小限の起動時間で Lambda プロジェクトをブートストラップするための
Maven Archetype テンプレートを開発しました。このアーキタイプから Maven プロジェクトを構築すれ
ば、依存関係が Lambda 環境に合わせて適切に設定されていることがわかります。

アーキタイプの詳細とデプロイ例の詳細については、このブログ投稿をご覧ください。

Java SnapStart 用Lambda を検討してください
ランタイム要件に互換性がある場合は、Lambda SnapStart for JavaAWS を提供しています。Lambda 
SnapStart は Java 関数の起動パフォーマンスを向上させるインフラストラクチャベースのソリューション
です。新しいバージョンの関数を発行する場合、Lambda SnapStart はそれを初期化して、メモリとディ
スクの状態の不変で暗号化されたスナップショットを取得します。 SnapStart 次に、スナップショットを
キャッシュして再利用します。

起動時間に影響するバージョン 2.x の変更点
コードに加えた変更に加えて、SDK for Java のバージョン 2.x には、起動時間を短縮する主な変更が 3 つ
含まれています。

• 初期化時間を短縮するシリアル化ライブラリである jackson-jr の使用
• JDK の一部である日付および時刻オブジェクト用の java.time ライブラリの使用
• ロギングファサードでのSLF4jの使用

その他のリソース
AWS Lambda開発者ガイドには、Java 固有ではない Lambda 関数を開発するためのベストプラクティス
に関するセクションが含まれています。

を使用するクラウドネイティブ・アプリケーションをJavaで構築する例についてはAWS Lambda、この
ワークショップの内容を参照してください。ワークショップでは、パフォーマンスの最適化とその他のベ
ストプラクティスについて話し合います。

起動時の待ち時間を減らすために、事前にコンパイルされた静的イメージを使用することを検討でき
ます。たとえば、Java 2.x と Maven 用の SDK を使用して GraalVM ネイティブイメージを構築できま
す (p. 20)。
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HTTP クライアント
AWS SDK for Java 2.x を使用して構築するアプリケーションで、HTTP クライアントのデフォルト設定を
変更できます。このセクションでは、HTTP クライアントと SDK の設定について説明します。

SDK for Java で利用可能なクライアント
同期クライアント
S3Client やなどの同期サービスクライアントではDynamoDbClient、同期 HTTP クライアントを使用す
る必要があります。AWS SDK for Javaには 2 つの同期 HTTP クライアントがあります。

ApacheHttpClient(デフォルト)

ApacheHttpClient同期サービスクライアントのデフォルトの HTTP クライアントです。の設定に
ついてはApacheHttpClient、を参照してくださいApache ベースの HTTP クライアントの設
定 (p. 56)。

UrlConnectionHttpClient

より軽量なオプションとしてApacheHttpClient、を使用できますUrlConnectionHttpClient。の設定
についてはUrlConnectionHttpClient、を参照してくださいURL 接続ベースの HTTP クライアン
トの設定 (p. 58)。

非同期クライアント
S3AsyncClient やなどの非同期サービスクライアントではDynamoDbAsyncClient、非同期 HTTP クラ
イアントを使用する必要があります。AWS SDK for Javaには 2 つの非同期 HTTP クライアントがありま
す。

NettyNioAsyncHttpClient(デフォルト)

NettyNioAsyncHttpClient非同期クライアントが使用するデフォルトの HTTP クライアントです。の設
定についてはNettyNioAsyncHttpClient、を参照してくださいthe section called “Netty ベースの 
HTTP クライアントの設定” (p. 62)。

AwsCrtAsyncHttpClient

またAwsCrtAsyncHttpClient、NettyNioAsyncHttpClientに比べて読み込み時間が短い新しいもの
も用意されています。の設定についてはAwsCrtAsyncHttpClient、を参照してくださいthe section 
called “AWS CRT ベースの HTTP クライアントの設定” (p. 65)。

HTTP クライアントの推奨事項
HTTP クライアントの実装を選択する際には、いくつかの要因が関係します。以下の情報を参考にしてく
ださい。

推奨フローチャート
次のフローチャートは、使用する HTTP クライアントを決定するのに役立つ一般的なガイダンスを示して
います。
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HTTP クライアントの比較
次の表は、各 HTTP クライアントの詳細情報を示しています。

HTTP クライアン
ト

同期または非同期 どのようなときに使うか 制限/欠点

Apache ベースの 
HTTP クライアン
ト

(デフォルトの同期 
HTTP クライアン
ト)

Sync 高スループットよりも低レイテンシーを
好む場合に使用してください。

他の HTTP クライ
アントに比べて起
動時間が遅い

URL 接続ベースの 
HTTP クライアン
ト

Sync サードパーティの依存関係を制限すると
いう厳しい要件がある場合に使用してく
ださい。

Amazon API/
Gateway アップ
デートオペレー
ションなどの一
部の API で必要
な HTTP パッチメ
ソッドをサポート
していません

Netty ベースの 
HTTP クライアン
ト

(デフォルトの非同
期 HTTP クライア
ント)

非同期 • アプリケーションが Kinesis API な
どの HTTP/2 サポートを必要とす
る API を呼び出す場合に使用しま
す。SubscribeToShard

• 低レイテンシよりも高スループットを
好み、OSがAlpine Linuxなどのmuslを使
用している場合に使用してください

他の HTTP クライ
アントに比べて起
動時間が遅い

AWSCRT ベース
の HTTP クライア
ント 1

非同期 • アプリケーションが実行されている場
合に使用してくださいAWS Lambda

• 低レイテンシよりも高スループットを
好む場合に使用してください

•KinesisAsynClient
やなどの HTTP/2 
サポートを必
要とするサービ
スクライアント
はサポートしな
いTranscribeStreamingAsyncClient

•アルパインリナッ
クスなどのマウス
ベースのOSはサ
ポートしていませ
ん

1 可能な限りAWS CRT ベースの HTTP クライアントを使用することをおすすめします。これには利点も
あります。

スマート設定のデフォルト
AWS SDK for Java 2.x（バージョン 2.17.102 以降）には、スマート設定のデフォルト機能が用意されてい
ます。この機能は、2 つの HTTP クライアントプロパティと、HTTP クライアントに影響を与えない他の
プロパティを最適化します。
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スマートコンフィギュレーションのデフォルトは、指定したデフォルトモード値に基づい
て、connectTimeoutInMillistlsNegotiationTimeoutInMillisおよびプロパティに適切な値を設
定します。デフォルトのモード値は、アプリケーションの特性に基づいて選択します。

スマート構成のデフォルトの詳細と、アプリケーションに最適なデフォルトモード値を選択する方法につ
いては、AWSSDKとツールのリファレンスガイドを参照してください。

アプリケーションのデフォルトモードを設定する4つの方法を次に示します。

Service client

サービスクライアントビルダーを使用して、デフォルトモードをサービスクライアントで直接設定し
ます。次の例では、autoDynamoDbClientのデフォルトモードをに設定しています。

DynamoDbClient ddbClient = DynamoDbClient.builder() 
                            .defaultsMode(DefaultsMode.AUTO) 
                            .build();

System property

aws.defaultsModeシステムプロパティを使用してデフォルトモードを指定できます。Java でシス
テムプロパティを設定する場合は、サービスクライアントを初期化する前にプロパティを設定する必
要があります。

次の例は、Javaauto のシステムプロパティセットを使ってデフォルトモードを設定する方法を示し
ています。

System.setProperty("aws.defaultsMode", "auto");

次の例は、auto-Djavaコマンドのオプションを使用してデフォルトモードを設定する方法を示して
います。

java -Daws.defaultsMode=auto

Environment variable

AWS_DEFAULTS_MODE環境変数の値を設定して、アプリケーションのデフォルトモードを選択しま
す。

次の情報は、autoデフォルトモードの値を環境変数を使用して設定するために実行するコマンドを示
しています。

オペレーティングシステム 環境変数を設定するコマンド

Linux、macOS、または Unix export AWS_DEFAULTS_MODE=auto

Windows set AWS_DEFAULTS_MODE=auto

AWS config file

次の例に示すように、defaults_modeAWSconfig共有ファイルに構成プロパティを追加できま
す。

[default]
defaults_mode = auto
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Apache ベースの HTTP クライアントの設定

Apache ベースの HTTP クライアントの設定
の同期サービスクライアントは、ApacheHttpClientデフォルトで Apache ベースの HTTPAWS SDK 
for Java 2.x クライアントを使用します。ApacheHttpClientSDKはApacheをベースにしていま
すHttpClient。

SDK にはUrlConnectionHttpClient、読み込み速度は速くなりますが、機能は少なくて済みます。の設定に
ついてはUrlConnectionHttpClient、を参照してくださいthe section called “URL 接続ベースの HTTP 
クライアントの設定” (p. 58)。

で使用できるすべての設定オプションを確認するにはApacheHttpClient、ApacheHttpClient.Builder
ProxyConfigurationと.Builder を参照してください。

ApacheHttpClient へのアクセス
ほとんどの場合、ApacheHttpClientは明示的な設定なしで使用します。サービスクライアントを宣言す
ると、SDK ApacheHttpClient が自動的に標準値でを設定します。

ApacheHttpClientを明示的に設定したり、複数のサービスクライアントで使用したりする場合は、設定
できるようにする必要があります。

設定は不要
Mavenでサービスクライアントに依存関係を宣言すると、apache-clientSDKはアーティファクトにラ
ンタイム依存関係を追加します。これにより、ApacheHttpClient実行時にクラスをコードで使用できる
ようになります。Apache ベースの HTTP クライアントを設定していない場合は、依存関係を指定する必
要はありません。

次の Mavenpom.xml ファイルの XML スニペットでは、で宣言された依存関係によって Apache ベースの 
HTTP<artifactId>s3</artifactId> クライアントが自動的に取り込まれます。そのための依存関係
を特別に宣言する必要はありません。

<dependencyManagement> 
   <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>bom</artifactId> 
            <version>2.17.290</version> 
            <type>pom</type> 
            <scope>import</scope> 
        </dependency> 
    </dependencies>
</dependencyManagement>
<dependencies> 
    <!-- The s3 dependency automatically adds a runtime dependency on the 
 ApacheHttpClient--> 
    <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>s3</artifactId> 
    </dependency>
</dependencies>

これらの依存関係では、ApacheHttpClientライブラリは実行時クラスパス上にのみ存在するた
め、HTTP 設定を明示的に変更することはできません。

設定が必要です
を設定するにはApacheHttpClient、apache-clientコンパイル時にライブラリに依存関係を追加する
必要があります。

設定するには、次の Mavenpom.xml ファイルの例を参照してくださいApacheHttpClient。
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    <dependencyManagement> 
        <dependencies> 
            <dependency> 
                <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
                <artifactId>bom</artifactId> 
                <version>2.17.290</version> 
                <type>pom</type> 
                <scope>import</scope> 
            </dependency> 
        </dependencies> 
    </dependencyManagement> 
    <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>s3</artifactId> 
        </dependency> 
        <!-- By adding the apache-client dependency, ApacheHttpClient will be added to  
             the compile classpath so you can configure it. --> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>apache-client</artifactId> 
        </dependency> 
    </dependencies>

ApacheHttpClient の設定
サービスクライアント間でインスタンスを設定することも、単一インスタンスを設定して複数のサービス
クライアント間で共有することもできます。ApacheHttpClient

どちらの方法でも、を使用して Apache ベースの HTTP クライアントのプロパティを設定しま
す。ApacheHttpClient.Builder

ベストプラクティス:ApacheHttpClientインスタンスをサービスクライアント
専用にする
のインスタンスを設定する必要がある場合はApacheHttpClient、ApacheHttpClient専用インスタン
スを構築することをお勧めします。そのためには、httpClientBuilderサービスクライアントビルダー
のメソッドを使用します。このようにして、HTTP クライアントのライフサイクルは SDK によって管理さ
れるため、ApacheHttpClient不要になったときにインスタンスが閉じられない場合でも、メモリリーク
が発生する可能性を回避できます。

次の例では、を作成し、ApacheHttpClient withS3ClientmaxConnections
andconnectionTimeout values の組み込みインスタンスを設定します。HTTP インスタンス
は、httpClientBuilderのメソッドを使用して作成されますS3Client.Builder。

インポート

import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import java.time.Duration;

Code

S3Client s3Client = S3Client   // Singleton: Use the s3Client for all requests. 
    .builder() 
    .httpClientBuilder(ApacheHttpClient.builder() 
        .maxConnections(100) 
        .connectionTimeout(Duration.ofSeconds(5)) 
    ).build();
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// Perform work with the s3Client.

s3Client.close();   // Requests completed: Close all service clients.

代替アプローチ:ApacheHttpClientインスタンスを共有する
アプリケーションのリソースとメモリの使用量を抑えるには、を設定して複数のサービスクライアントで
共有できます。ApacheHttpClientHTTP 接続プールが共有されるため、リソースの使用量が減少しま
す。

Note

ApacheHttpClientインスタンスを共有する場合、破棄する準備ができたらインスタンスを閉じ
る必要があります。SDK は、サービスクライアントを閉じてもインスタンスを閉じません。

次の例では、2 つのサービスクライアントが使用する Apache ベースの HTTP クライアントを設定しま
す。ApacheHttpClient設定されたインスタンスは、httpClientサービスクライアントのビルダーのメ
ソッドに渡されます。サービスクライアントと HTTP クライアントが不要になると、それらは明示的に閉
じられます。HTTP クライアントは最後に閉じられます。

インポート

import software.amazon.awssdk.http.SdkHttpClient;
import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;

Code

SdkHttpClient apacheHttpClient =  
    ApacheHttpClient.builder() 
                    .maxConnections(100) 
                    .tcpKeepAlive(true) 
                    .build();

// Singletons: Use the s3Client and dynamoDbClient for all requests.
S3Client s3Client =  
    S3Client.builder() 
            .httpClient(apacheHttpClient).build();

DynamoDbClient dynamoDbClient =  
    DynamoDbClient.builder() 
                  .httpClient(apacheHttpClient).build();

// Perform work with the s3Client and dynamoDbClient.

// Requests completed: Close all service clients.
s3Client.close();
dynamoDbClient.close();
apacheHttpClient.close();  // Explicitly close apacheHttpClient.

URL 接続ベースの HTTP クライアントの設定
AWS SDK for Java 2.xは、UrlConnectionHttpClientデフォルトよりも軽量な HTTP クライアン
トを提供しますApacheHttpClient。UrlConnectionHttpClientは Java をベースにしていま
すURLConnection。

は Apache ベースの HTTPUrlConnectionHttpClient クライアントよりもロードが速くなります
が、機能の数は少なくなります。ロードが速いため、Java AWS Lambda関数に適したソリューションで
す (p. 48)。
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UrlConnectionHttpClientには、設定可能なオプションがいくつかあり、アクセスすることができま
す。

Apache ベースの HTTP クライアントを設定する方法については、を参照してくださいApache ベースの 
HTTP クライアントの設定 (p. 56)。

Note

は HTTP PATCHUrlConnectionHttpClient メソッドをサポートしていません。
AWS一部の API 操作には PATCH リクエストが必要です。これらの操作名は通常、で始まりま
すUpdate*。次にいくつかの例を示します。

• AWS Security HubAPI Update*BatchUpdateFindings内のいくつかの操作と操作
• Amazon API Gateway Update*のすべてのオペレーション
• Amazon WorkDocs API Update*でのいくつかのオペレーション

を使用する場合はUrlConnectionHttpClient、まず、使用しているの API リファレンスを参
照してください。AWS のサービス必要な操作に PATCH 操作が使用されているかどうかを確認し
てください。

UrlConnectionHttpClient へのアクセス
を設定して使用するにはUrlConnectionHttpClient、pom.xmlファイル内のurl-connection-
client Maven アーティファクトへの依存関係を宣言します。

とは異なりApacheHttpClient、UrlConnectionHttpClientはプロジェクトに自動的に追加されない
ため、ユーザは明示的に宣言する必要があります。

pom.xml次のファイルの例は、HTTP クライアントの使用と構成に必要な依存関係を示しています。

<dependencyManagement> 
   <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>bom</artifactId> 
            <version>2.17.290</version> 
            <type>pom</type> 
            <scope>import</scope> 
        </dependency> 
    </dependencies>
</dependencyManagement>

<!-- other dependencies such as s3 or dynamodb -->

<dependencies> 
    <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>url-connection-client</artifactId> 
    </dependency>
</dependencies>

UrlConnectionHttpClient の設定
UrlConnectionHttpClientサービスクライアントを構築しながらインスタンスを設定することも、単
一インスタンスを複数のサービスクライアント間で共有するように設定することもできます。

どちらの方法でも、UrlConnectionHttpClient.Builder を使用して URLConnection ベースの HTTP クライア
ントのプロパティを設定します。
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ベストプラクティス:UrlConnectionHttpClientインスタンスをサービスクラ
イアント専用にする
のインスタンスを設定する必要がある場合
はUrlConnectionHttpClient、UrlConnectionHttpClient専用インスタンスを構築すること
をお勧めします。これを行うには、httpClientBuilderサービスクライアントのビルダーのメソッ
ドを使用します。このように、HTTP クライアントのライフサイクルは SDK によって管理されるた
め、UrlConnectionHttpClientインスタンスが不要になったときにインスタンスを終了しなくても、
潜在的なメモリリークを回避できます。

次の例では、を作成
しS3Client、UrlConnectionHttpClientmaxConnectionsconnectionTimeoutと値の埋め込みイ
ンスタンスを設定します。HTTP インスタンスは、httpClientBuilderのメソッドを使用して作成され
ますS3Client.Builder。

次の例では、を作成
しS3Client、UrlConnectionHttpClientsocketTimeoutproxyConfigurationと
値の埋め込みインスタンスを設定します。proxyConfigurationこのメソッドは、Java
Consumer<ProxyConfiguration.Builder> ラムダ式という型を取ります。HTTP インスタンス
は、httpClientBuilderのメソッドを使用して作成されますS3Client.Builder。

インポート

import software.amazon.awssdk.http.SdkHttpClient;
import software.amazon.awssdk.http.urlconnection.UrlConnectionHttpClient;
import java.net.URI;
import java.time.Duration;

Code

// Singleton: Use the s3Client for all requests.
S3Client s3Client =  
    S3Client.builder() 
            .httpClientBuilder(UrlConnectionHttpClient.builder() 
                    .socketTimeout(Duration.ofMinutes(5)) 
                    .proxyConfiguration(proxy -> proxy.endpoint(URI.create("http://
proxy.mydomain.net:8888")))) 
            .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create()) 
            .build();

// Perform work with the s3Client.

s3Client.close();   // Requests completed: Close the s3client.

代替方法:UrlConnectionHttpClientインスタンスを共有する
アプリケーションのリソースとメモリの使用量を低く抑えるため、UrlConnectionHttpClientを設定
して複数のサービスクライアント間で共有できます。HTTP 接続プールは共有されるため、リソースの使
用量が少なくなります。

Note

UrlConnectionHttpClientインスタンスを共有する場合、破棄する準備ができたらインスタ
ンスを閉じる必要があります。SDK は、サービスクライアントを閉じてもインスタンスを閉じま
せん。

次の例では、2 つのサービスクライアントが使用する URLConnection ベースの HTTP クライアントを設定
します。UrlConnectionHttpClient設定されたインスタンスは、httpClientサービスクライアント
のビルダーのメソッドに渡されます。サービスクライアントと HTTP クライアントが不要になると、それ
らは明示的に閉じられます。HTTP クライアントは最後に閉じられます。
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インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.EnvironmentVariableCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.awscore.defaultsmode.DefaultsMode;
import software.amazon.awssdk.http.SdkHttpClient;
import software.amazon.awssdk.http.urlconnection.ProxyConfiguration;
import software.amazon.awssdk.http.urlconnection.UrlConnectionHttpClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import java.net.URI;
import java.time.Duration;

Code

SdkHttpClient urlHttpClient =  
    UrlConnectionHttpClient.builder() 
        .socketTimeout(Duration.ofMinutes(5)) 
        .proxyConfiguration((ProxyConfiguration.Builder proxy) -> 
 proxy.endpoint(URI.create("http://proxy.mydomain.net:8888"))) 
        .build();

// Singletons: Use the s3Client and dynamoDbClient for all requests.
S3Client s3Client =  
    S3Client.builder() 
            .httpClient(urlHttpClient) 
            .defaultsMode(DefaultsMode.IN_REGION) 
            .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create()) 
            .build();

DynamoDbClient dynamoDbClient =  
    DynamoDbClient.builder() 
                  .httpClient(urlHttpClient) 
                  .defaultsMode(DefaultsMode.IN_REGION) 
                  .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create()) 
                  .build();

// Perform work with the s3Client and dynamoDbClient.

// Requests completed: Close all service clients.
s3Client.close();
dynamoDbClient.close();
urlHttpClient.close();

URLConnectionHttpClientApacheHttpClientと併用する

アプリケーションでを使用する場
合、URLConnectionHttpClientApacheHttpClienthttpClientBuilder各サービスクライアントに
インスタンスまたはサービスクライアントビルダーのメソッドを使用してインスタンスを提供する必要が
あります。UrlConnectionHttpClient

プログラムで複数のサービスクライアントが使用されていて、次の両方が当てはまることが必要です。

• 1UrlConnectionHttpClient つのサービスクライアントがインスタンスを使用するように設定され
ている

• 別のサービスクライアントは、ApacheHttpClientデフォルトを使用して明示的にビルドせずにデフォ
ルトを使用しますhttpClientConfig

例外は、クラスパス上に複数の HTTP 実装が見つかったことを示します。

次のコードスニペットの例では例外が発生します。
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// The dynamoDbClient uses the UrlConnectionHttpClient
DynamoDbClient dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder() 
        .httpClient(UrlConnectionHttpClient.create()) 
        .build();

// The s3Client below uses the ApacheHttpClient at runtime, without specifying it.
// An SdkClientException is thrown with the message that multiple HTTP implementations were 
 found on the classpath.
S3Client s3Client = S3Client.builder().build();

// Perform work with the s3Client and dynamoDbClient.

dynamoDbClient.close();
s3Client.close();

ApacheHttpClientを明示的に設定することで例外を回避できます。S3Client

DynamoDbClient dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder() 
        .httpClient(UrlConnectionHttpClient.create()) 
        .build();

S3Client s3Client = S3Client.builder() 
        .httpClient(ApacheHttpClient.create())    // Explicitly build the ApacheHttpClient. 
        .build();

// Perform work with the s3Client and dynamoDbClient.

dynamoDbClient.close();
s3Client.close();

Note

を明示的に作成するにはApacheHttpClient、Maven apache-clientプロジェクトファイル内
のアーティファクトへの依存関係を追加する必要があります (p. 56)。

Netty ベースの HTTP クライアントの設定
の非同期操作用のデフォルトの HTTPAWS SDK for Java 2.x クライアントは Netty ベースで
すNettyNioAsyncHttpClient。Netty ベースのクライアントは Netty プロジェクトの非同期イベント駆動型
ネットワークフレームワークに基づいています。

別の方法として、新しい AWSCRT ベースの HTTP クライアントを使用できます (p. 65)。このトピック
では、を設定する方法を示しますNettyNioAsyncHttpClient。

NettyNioAsyncHttpClient へのアクセス
非同期プログラムでは、ほとんどの場合、NettyNioAsyncHttpClientを明示的な設定なしで使用しま
す。非同期サービスクライアントを宣言すると、SDKNettyNioAsyncHttpClient が自動的にを標準値
で構成します。

NettyNioAsyncHttpClientを明示的に設定したり、複数のサービスクライアントで使用したりする場
合は、設定できるようにする必要があります。

設定は不要です
Maven でサービスクライアントへの依存関係を宣言すると、SDK netty-nio-clientはアーティファ
クトにランタイム依存関係を追加します。これにより、NettyNioAsyncHttpClient実行時にクラスが
コードで使用できるようになります。Netty ベースの HTTP クライアントを設定しない場合は、依存関係
を指定する必要はありません。

62

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/http/nio/netty/NettyNioAsyncHttpClient.html
https://netty.io/
https://netty.io/


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

Netty ベースの HTTP クライアントの設定

以下の Mavenpom.xml ファイルの XML スニペットでは、で宣言した依存関係が Netty ベースの 
HTTP<artifactId>dynamodb-enhanced</artifactId> クライアントを推移的に取り込みます。専
用の依存関係を宣言する必要はありません。

<dependencyManagement> 
   <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>bom</artifactId> 
            <version>2.17.290</version> 
            <type>pom</type> 
            <scope>import</scope> 
        </dependency> 
    </dependencies>
</dependencyManagement>
<dependencies> 
    <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>dynamodb-enhanced</artifactId> 
    </dependency>
</dependencies>

これらの依存関係では、NettyNioAsyncHttpClientライブラリは実行時のクラスパス上にのみ存在す
るため、HTTP 構成を変更することはできません。

設定が必要です

を設定するにはNettyNioAsyncHttpClient、netty-nio-clientコンパイル時にアーティファクトへ
の依存関係を追加する必要があります。

以下の Mavenpom.xml ファイルの例を参照して、を設定しますNettyNioAsyncHttpClient。

    <dependencyManagement> 
        <dependencies> 
            <dependency> 
                <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
                <artifactId>bom</artifactId> 
                <version>2.17.290</version> 
                <type>pom</type> 
                <scope>import</scope> 
            </dependency> 
        </dependencies> 
    </dependencyManagement> 
    <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>dynamodb-enhanced</artifactId> 
        </dependency> 
        <!-- By adding the netty-nio-client dependency, NettyNioAsyncHttpClient will be  
             added to the compile classpath so you can configure it. --> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>netty-nio-client</artifactId> 
        </dependency> 
    </dependencies>

NettyNioAsyncHttpClient の設定
NettyNioAsyncHttpClientサービスクライアントを構築しながらインスタンスを設定することも、単
一インスタンスを複数のサービスクライアント間で共有するように設定することもできます。
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どちらの方法でも、NettyNioAsyncHttpClient.Builder を使用して Netty ベースの HTTP クライアントイン
スタンスのプロパティを設定します。

ベストプラクティス:NettyNioAsyncHttpClientインスタンスをサービスクラ
イアント専用にする
のインスタンスを設定する必要がある場合
はNettyNioAsyncHttpClient、NettyNioAsyncHttpClient専用インスタンスを構築すること
をお勧めします。これを行うには、httpClientBuilderサービスクライアントビルダーのメソッド
を使用します。この方法では、HTTP クライアントのライフサイクルが SDK によって管理されるた
め、NettyNioAsyncHttpClient不要になったときにインスタンスを閉じない場合に発生する可能性の
あるメモリリークを回避できます。

次の例では、DynamoDbAsyncClientインスタンスを作成します。DynamoDbEnhancedAsyncClientこ
のインスタンスはインスタンスでも使用されます。DynamoDbAsyncClientインスタンスに
は、NettyNioAsyncHttpClientconnectionTimeoutmaxConcurrencyおよび値を持つインスタ
ンスが含まれます。HTTP インスタンスは、httpClientBuilderのメソッドを使用して作成されま
すDynamoDbAsyncClient.Builder。

インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.EnvironmentVariableCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.awscore.defaultsmode.DefaultsMode;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedAsyncClient;
import 
 software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.extensions.AutoGeneratedTimestampRecordExtension;
import software.amazon.awssdk.http.nio.netty.NettyNioAsyncHttpClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import java.time.Duration;

Code

// DynamoDbAsyncClient is the lower-level client used by the enhanced client.
DynamoDbAsyncClient dynamoDbAsyncClient =  
    DynamoDbAsyncClient 
        .builder() 
        .httpClientBuilder(NettyNioAsyncHttpClient.builder() 
            .connectionTimeout(Duration.ofMinutes(5)) 
            .maxConcurrency(100)) 
        .defaultsMode(DefaultsMode.IN_REGION) 
        .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create()) 
        .build();

// Singleton: Use dynamoDbAsyncClient and enhancedClient for all requests.
DynamoDbEnhancedAsyncClient enhancedClient =  
    DynamoDbEnhancedAsyncClient 
        .builder() 
        .dynamoDbClient(dynamoDbAsyncClient) 
        .extensions(AutoGeneratedTimestampRecordExtension.create()) 
        .build();

// Perform work with the dynamoDbAsyncClient and enhancedClient.

// Requests completed: Close dynamoDbAsyncClient.
dynamoDbAsyncClient.close();

代替方法:NettyNioAsyncHttpClientインスタンスを共有する
アプリケーションのリソースとメモリの使用量を低く抑えるために、NettyNioAsyncHttpClientを設
定して複数のサービスクライアントで共有できます。HTTP 接続プールは共有されるため、リソースの使
用量が少なくなります。
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Note

NettyNioAsyncHttpClientインスタンスを共有する場合、破棄する準備ができたらインスタ
ンスを閉じる必要があります。SDK は、サービスクライアントが閉じられてもインスタンスを閉
じません。

次の例では、2 つのサービスクライアントが使用する Netty ベースの HTTP クライアントを設定しま
す。NettyNioAsyncHttpClient設定されたインスタンスは、httpClient各サービスクライアントの
ビルダーのメソッドに渡されます。サービスクライアントと HTTP クライアントが不要になると、それら
は明示的に閉じられます。HTTP クライアントは最後に閉じられます。

インポート

import software.amazon.awssdk.http.SdkHttpClient;
import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;

Code

// Create a NettyNioAsyncHttpClient shared instance.
SdkAsyncHttpClient nettyHttpClient =  
    NettyNioAsyncHttpClient.builder() 
                           .connectionTimeout(Duration.ofMinutes(5)) 
                           .maxConcurrency(100) 
                           .build();

// Singletons: Use the s3AsyncClient, dbAsyncClient, and enhancedAsyncClient for all 
 requests.
S3AsyncClient s3AsyncClient =  
    S3AsyncClient.builder() 
                 .httpClient(nettyHttpClient) 
                 .build();

DynamoDbAsyncClient dbAsyncClient =  
    DynamoDbAsyncClient.builder() 
                       .httpClient(nettyHttpClient) 
                       .defaultsMode(DefaultsMode.IN_REGION) 
                       
 .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create()) 
                       .build();

DynamoDbEnhancedAsyncClient enhancedAsyncClient =  
    DynamoDbEnhancedAsyncClient.builder() 
                               .dynamoDbClient(dbAsyncClient) 
                               .extensions(AutoGeneratedTimestampRecordExtension.create()) 
                               .build();

// Perform work with s3AsyncClient, dbAsyncClient, and enhancedAsyncClient.

// Requests completed: Close all service clients.
s3AsyncClient.close();
dbAsyncClient.close()
nettyHttpClient.close();  // Explicitly close nettyHttpClient.

AWS CRT ベースの HTTP クライアントの設定
AwsCrtAsyncHttpClientは、で使用できる新しい非同期 HTTPAWS SDK for Java 2.x クライアントで
す。AwsCrtAsyncHttpClientこれにより、HTTP クライアントが SDK に次のようなメリットをもたら
します。
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• SDK 起動時間の短縮
• 小さなメモリフットプリント
• レイテンシー時間の低減
• 接続のヘルス管理
• DNS 負荷分散

このトピックは、AWS CRT ベースの HTTP クライアントの設定と使用に関するものです。Netty ベース
の HTTP クライアントの設定については、前のトピックを参照してください (p. 62)。

AWSSDK の CRT ベースのコンポーネント

このトピックで説明するAWS CRT ベースの HTTP クライアントとAWS CRT ベースの S3 クライアント
は、SDK のさまざまなコンポーネントです。

AWSCRT ベースの HTTP SdkAsyncHttpClientクライアントはインターフェースの実装であり、一般的な 
HTTP 通信に使用されます。SdkAsyncHttpClientこれはインターフェースの Netty 実装に代わるもの
で、いくつかの利点があります。

AWSCRT ベースの S3 クライアントは (p. 168) S3AsyncClient インターフェイスを実装したもの
で、Amazon S3 サービスとの連携に使用されます。これは JavaS3AsyncClient ベースのインター
フェース実装の代替手段であり、いくつかの利点があります。

どちらのコンポーネントも AWSCommon Runtime のライブラリを使用しますが、AWS CRT ベースの 
HTTP クライアントは aws-c-s3 ライブラリを使用せず、S3 マルチパートアップロード API 機能もサポー
トしていません。対照的に、AWS CRT ベースの S3 クライアントは、S3 マルチパートアップロード API 
機能をサポートするために特別に構築されました。

AwsCrtAsyncHttpClient へのアクセス
AWSCRT ベースの HTTP クライアントを使用する前に、aws-crt-client アーティファクトをプロ
ジェクトの依存関係に追加してください。

次の Mavenpom.xml は、部品表 (BOM) メカニズムを使用して宣言されたAWS CRT ベースの HTTP クラ
イアントを示しています。

<project> 
   <properties> 
     <aws.sdk.version>VERSION</aws.sdk.version> 
  </properties> 
  <dependencyManagement> 
   <dependencies> 
      <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>bom</artifactId> 
        <version>${aws.sdk.version}</version> 
        <type>pom</type> 
        <scope>import</scope> 
      </dependency> 
   </dependencies> 
  </dependencyManagement> 
  <dependencies> 
   <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>aws-crt-client</artifactId> 
   </dependency> 
  </dependencies>
</project>

最新の VERSION 値については、Maven セントラルリポジトリにアクセスしてください。
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AwsCrtAsyncHttpClient の設定
AwsCrtAsyncHttpClientサービスクライアントを構築しながらのインスタンスを設定できます。また
は、単一のインスタンスを複数のサービスクライアント間で共有するように設定できます。

どちらの方法でも、AwsCrtAsyncHttpClient.Builder を使用してAWS CRT ベースの HTTP クライアントイ
ンスタンスのプロパティを設定します。

ベストプラクティス:AwsCrtAsyncHttpClientインスタンスをサービスクライ
アント専用にする
のインスタンスを設定する必要がある場合はAwsCrtAsyncHttpClient、AwsCrtAsyncHttpClient専
用インスタンスを構築することをお勧めします。これを行うには、httpClientBuilderサービスクライ
アントのビルダーのメソッドを使用します。この方法では、HTTP クライアントのライフサイクルが SDK 
によって管理されるため、AwsCrtAsyncHttpClient不要になったときにインスタンスを閉じない場合に
発生する可能性のあるメモリリークを回避できます。

次の例では、S3Clientを作成し、with と valueAwsCrtAsyncHttpClient を設定していま
す。connectionTimeoutmaxConcurrency

インポート

import software.amazon.awssdk.http.crt.AwsCrtAsyncHttpClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3AsyncClient;
import java.time.Duration;

Code

// Singleton: Use s3AsyncClient for all requests.
S3AsyncClient s3AsyncClient = S3AsyncClient.builder() 
    .httpClientBuilder(AwsCrtAsyncHttpClient 
            .builder() 
            .connectionTimeout(Duration.ofSeconds(3)) 
            .maxConcurrency(100)) 
    .build();

// Perform work with the s3AsyncClient.

// Requests completed: Close the s3AsyncClient.
s3AsyncClient.close();

代替方法:AwsCrtAsyncHttpClientインスタンスを共有する
アプリケーションのリソースとメモリの使用量を低く抑えるために、AwsCrtAsyncHttpClientを設定し
て複数のサービスクライアントで共有できます。HTTP 接続プールは共有されるため、リソースの使用量
が少なくなります。

Note

AwsCrtAsyncHttpClientインスタンスを共有する場合、破棄する準備ができたらインスタンス
を閉じる必要があります。SDK は、サービスクライアントが閉じられてもインスタンスを閉じま
せん。

次の例では、AWS CRT ベースの HTTPconnectionTimeoutmaxConcurrency クライアントインスタ
ンスにおよび値を設定します。AwsCrtAsyncHttpClient設定されたインスタンスは、httpClient各
サービスクライアントのビルダーのメソッドに渡されます。サービスクライアントと HTTP クライアント
が不要になると、それらは明示的に閉じられます。HTTP クライアントは最後に閉じられます。

インポート
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import software.amazon.awssdk.auth.credentials.EnvironmentVariableCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.awscore.defaultsmode.DefaultsMode;
import software.amazon.awssdk.http.async.SdkAsyncHttpClient;
import software.amazon.awssdk.http.crt.AwsCrtAsyncHttpClient;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3AsyncClient;
import java.time.Duration;

Code

// Create an AwsCrtAsyncHttpClient shared instance.
SdkAsyncHttpClient crtAsyncHttpClient = AwsCrtAsyncHttpClient.builder() 
    .connectionTimeout(Duration.ofSeconds(3)) 
    .maxConcurrency(100) 
    .build();

// Singletons: Use the s3AsyncClient and dynamoDbAsyncClient for all requests.
S3AsyncClient s3AsyncClient = S3AsyncClient.builder() 
    .httpClient(crtAsyncHttpClient) 
    .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create()) 
    .defaultsMode(DefaultsMode.IN_REGION) 
    .region(Region.US_EAST_1) 
    .build();

DynamoDbAsyncClient dynamoDbAsyncClient = DynamoDbAsyncClient.builder() 
    .httpClient(crtAsyncHttpClient) 
    .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create()) 
    .defaultsMode(DefaultsMode.IN_REGION) 
    .region(Region.US_EAST_1) 
    .build();

// Requests completed: Close all service clients.
s3AsyncClient.close();
dynamoDbAsyncClient.close()
crtAsyncHttpClient.close();  // Explicitly close crtAsyncHttpClient.

AWSCRT ベースの HTTP クライアントのデフォルトとしての設
定
AWS SDK for Java2.x の非同期操作では、プログラムのデフォルトの非同期 HTTP クライアントをに置き
換えることができますAwsCrtAsyncHttpClient。NettyNioAsyncHttpClient

これをプロジェクトの Mavenpom.xml ファイルで、各サービスクライアントのへの依存関係を除外し
て設定します。netty-nio-clientまたは、アプリケーションの実行時またはアプリケーションコード
で、Java システムプロパティを使用してデフォルトの HTTP クライアントを設定することもできます。

プロジェクトの依存関係から Netty を削除する
pom.xml次の例では、Netty ベースの HTTP クライアントをクラスパスから削除して、AWS CRT ベース
の HTTP クライアントを代わりに使用するようにします。

<project> 
   <properties> 
     <aws.sdk.version>VERSION</aws.sdk.version> 
  </properties> 
  <dependencies> 
   <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>s3</artifactId> 
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      <version>${aws.sdk.version}</version> 
      <exclusions> 
         <exclusion> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>netty-nio-client</artifactId> 
         </exclusion> 
      </exclusions> 
   </dependency> 
   <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>aws-crt-client</artifactId> 
   </dependency> 
  </dependencies>
</project>

最新の VERSION 値については、Maven セントラルリポジトリにアクセスしてください。
Note

pom.xmlファイル内に複数のサービスクライアントが宣言されている場合、すべて
にexclusions XML 要素が必要です。

Java システムプロパティによる設定
アプリケーションのデフォルト HTTP HTTP としてAWS CRT ベースの 
HTTPsoftware.amazon.awssdk.http.async.service.impl クライ
アントとして使用するには、Java システムプロパティをの値に設定できま
すsoftware.amazon.awssdk.http.crt.AwsCrtSdkHttpService。

アプリケーションの起動時に設定するには、次のようなコマンドを実行します。

java app.jar -Dsoftware.amazon.awssdk.http.async.service.impl=\
software.amazon.awssdk.http.crt.AwsCrtSdkHttpService

次のコードスニペットを使用して、アプリケーションコードのシステムプロパティを設定します。

System.setProperty("software.amazon.awssdk.http.async.service.impl",
"software.amazon.awssdk.http.crt.AwsCrtSdkHttpService");

Note

システムプロパティを使用してAWS CRT ベースの HTTP クライアントの使用を設定する場合
は、aws-crt-clientpoml.xmlファイル内のアーティファクトへの依存関係を追加する必要が
あります。

の高度な設定AwsCrtAsyncHttpClient
AWSCRT ベースの HTTP クライアントを使用して、接続のヘルス設定や最大アイドル時間などのさまざ
まな設定を構成できます。で使用可能な設定オプションを確認できますAwsCrtAsyncHttpClient。

接続のヘルス設定
HTTPconnectionHealthConfiguration クライアントビルダーのメソッドを使用して、AWS CRT 
ベースの HTTP クライアントの接続ヘルス設定を設定できます。

次の例では、S3AsyncClientAwsCrtAsyncHttpClient接続状態設定と接続の最大アイドル時間を設定
したインスタンスを使用するよう作成しています。

// Singleton: Use the s3AsyncClient for all requests.
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S3AsyncClient s3AsyncClient = S3AsyncClient.builder() 
    .httpClientBuilder(AwsCrtAsyncHttpClient 
        .builder() 
        .connectionHealthConfiguration(builder -> builder 
              .minimumThroughputInBps(32000L) 
              .minimumThroughputTimeout(Duration.ofSeconds(3))) 
         .connectionMaxIdleTime(Duration.ofSeconds(5))) 
    .build();

// Perform work with s3AsyncClient.

// Requests complete: Close the service client.
s3AsyncClient.close();

HTTP/2 サポート
HTTP/2 プロトコルはAWS CRT ベースの HTTP クライアントではまだサポートされていませんが、future 
のリリースが予定されています。

それまでの間、KinesisAsyncClientやなどの HTTP/2 サポートを必要とするサービスクライアントを使用し
ている場合はTranscribeStreamingAsyncClient、NettyNioAsyncHttpClient代わりにの使用を検討してくださ
い。

AWS SDK for Java 2.x の例外処理
AWS SDK for Java 2.x によって例外がスローされる仕組みとタイミングを理解することは、SDK を使用
して高品質なアプリケーションを構築するために重要なことです。以下のセクションでは、SDK によって
スローされる例外のさまざまなケース、および例外の適切な処理方法について説明します。

なぜ例外がチェックされていないのですか？
AWS SDK for Java では、次の理由で、チェック例外ではなく実行時例外 (非チェック例外) が使用されま
す。

• 懸念がない場合には例外ケースの処理を強制的に適用せずに (さらにコードを冗長にすることなく)、開
発者がエラーを細かく制御できるようにするため。

• サイズの大きいアプリケーションで、チェック例外に関連する拡張性の問題が発生するのを防ぐため。

一般的に、チェック例外は小規模なアプリケーションでは役立ちますが、アプリケーションのサイズが大
きくなり、複雑化すると、チェック例外が問題となる場合があります。

AwsServiceException (およびサブクラス)
AwsServiceExceptionを使用するときに発生する最も一般的な例外ですAWS SDK for Java。
AwsServiceExceptionより一般的なサブクラスですSdkServiceException。 AwsServiceExceptions 
は、からのエラー応答を表しますAWS のサービス。例えば、存在しない Amazon EC2 インスタンスを終
了しようとすると、Amazon EC2 からエラー応答が返り、そのエラー応答の詳細はすべて、スローされる
AwsServiceException に含まれます。

AwsServiceException が発生した場合、リクエストは AWS のサービス に適切に送信されましたが、
正常に処理できませんでした。これは、リクエストのパラメータに含まれるエラーまたはサービス側の問
題が原因です。

AwsServiceException では次のような情報がわかります。
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SdkClientException

• 返された HTTP ステータスコード
• 返された AWS エラーコード
• AwsErrorDetailsクラス内のサービスからの詳細なエラーメッセージ
• 失敗したリクエストの AWS リクエスト ID

ほとんどの場合、開発者がcatch ブロックを使用してエラーケースの処理をきめ細かく制御できるよう
に、AwsServiceExceptionサービス固有のサブクラスがスローされます。の Java SDK API リファレン
スには、AwsServiceExceptionAwsServiceException多数のサブクラスが表示されます。サブクラスリ
ンクを使用してドリルダウンすると、サービスによって発生した詳細な例外を確認できます。

たとえば、以下の SDK API リファレンスへのリンクには、いくつかの一般的な例外階層が示されています
AWS のサービス。各ページに表示されるサブクラスのリストには、コードでcatch できる特定の例外が表
示されます。

• Simple Storage Service (Amazon S3)
• DynamoDB
• Amazon SQS

例外の詳細については、errorCodeAwsErrorDetailsオブジェクトのを調べてください。errorCodeこ
の値を使用して、サービスガイド API の情報を検索できます。たとえば、S3Exceptionがキャッチさ
れ、AwsErrorDetails#errorCode()値がである場合はInvalidRequest、Amazon S3 API リファレ
ンスのエラーコードのリストを使用して詳細を確認してください。

SdkClientException
SdkClientExceptionは、にリクエストを送信しようとしたとき、またはからの応答を解析
しようとしたときに、Java クライアントコード内で問題が発生したことを示しています
AWS。AWSSdkClientException は、一般的に SdkServiceException よりも深刻な例外で、クライ
アントが AWS のサービスに対するサービス呼び出しを実行できないという重大な問題を示しています。
たとえば、いずれかのクライアントでオペレーションを呼び出そうとしたときに、ネットワーク接続が利
用できない場合、AWS SDK for Java は SdkClientException をスローします。

SDK for Java 2.x で SDK によるログ記録
は SLF4JAWS SDK for Java 2.x を使用しています。SLF4J は、実行時に複数のロギングシステムのいず
れかを使用できるようにする抽象化レイヤーです。

サポートされているロギングシステムには、Java ロギングフレームワークや Apache Log4j 2 などがあり
ます。このトピックでは、SDK を使用するためのログ記録システムとして Log4j 2 を使用する方法につい
て説明します。

Log4j 2 設定ファイル
通常は、Log4j 2log4j2.xml という名前の設定ファイルを使用します。設定ファイルの例を次に示しま
す。この設定ファイルで使用する値の詳細については、「Log4j 設定のマニュアル」を参照してくださ
い。

Maven を使用するときは、log4j2.xml<project-dir>/src/main/resourcesこのファイルをディレ
クトリに配置します。

log4j2.xml設定ファイルでは、ログレベル、ログ出力の送信先 (ファイルまたはコンソールなど)、出
力の形式などのプロパティを指定します。ロギングレベルは、Log4j 2 が出力する詳細レベルを指定しま
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す。Log4j 2 は複数のロギング階層の概念をサポートしています。ログ記録レベルは、階層ごとに個別に設
定されます。AWS SDK for Java 2.xで使用する主なロギング階層はですsoftware.amazon.awssdk。

依存関係を設定する
MavenでSLF4JのLog4j 2バインディングを設定するには、pom.xmlファイルで以下を使用してください。

...
<dependencyManagement> 
    <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> 
            <artifactId>log4j-bom</artifactId> 
            <version>VERSION</version> 
            <type>pom</type> 
            <scope>import</scope> 
        </dependency> 
     </dependencies>
</dependencyManagement>
...
<dependency> 
   <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> 
   <artifactId>log4j-core</artifactId>
</dependency>
<dependency> 
   <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> 
   <artifactId>log4j-api</artifactId>
</dependency>
<dependency> 
   <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> 
   <artifactId>log4j-slf4j2-impl</artifactId>
</dependency>
...

VERSION上記を Maven Central の最新バージョンに置き換えてください。

SDK 固有のエラーと警告
SDK のクライアントライブラリからの重要なメッセージをcatch するために、ロガー階層は
「software.amazon.awssdk」を常に「WARN」に設定しておくことをお勧めします。たとえば、Amazon 
S3 クライアントが、アプリケーションがを適切に閉じず、リソースをリークしている可能性が
あることを検出した場合、S3 クライアントはそのことを警告メッセージを通じてログに報告しま
す。InputStreamこれにより、リクエストやレスポンスの処理でクライアントに問題が発生した場合、
メッセージが必ずログに記録されます。

log4j2.xml次のファイルでは、rootLoggerを「WARN」に設定しています。これにより、
「software.amazon.awssdk」階層のロガーを含め、アプリケーション内のすべてのロガーからの警告およ
びエラーレベルのメッセージが出力されます。または、「software.amazon.awssdk」ロガー階層を使用し
ている場合は<Root level="ERROR">、明示的に「WARN」に設定することもできます。

Log4j2.xml 設定ファイルの例

この設定では、すべてのロガー階層のコンソールに「ERROR」および「WARN」レベルのメッセージが
記録されます。

<Configuration status="WARN"> 
 <Appenders> 
  <Console name="ConsoleAppender" target="SYSTEM_OUT"> 
   <PatternLayout pattern="%d{YYYY-MM-dd HH:mm:ss} [%t] %-5p %c:%L - %m%n" /> 
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  </Console> 
 </Appenders> 

 <Loggers> 
  <Root level="WARN"> 
   <AppenderRef ref="ConsoleAppender"/> 
  </Root> 
 </Loggers>
</Configuration>

リクエスト/応答の概要のログ記録
AWSへのリクエストごとに固有のリクエスト IDAWS のサービス が生成されます。これは、がリクエスト
を処理する方法で問題が発生した場合に役立ちます。AWS のサービス AWSリクエスト ID は、失敗した
サービスコールについて SDK SdkServiceExceptionのオブジェクトを介してプログラムでアクセスで
き、「oftware.amazon.awssdk.request」ロガーの「DEBUG」ログレベルを介して報告することもできま
す。

log4j2.xml次のファイルでは、リクエストとレスポンスの要約が有効になっています。

<Configuration status="WARN"> 
 <Appenders> 
  <Console name="ConsoleAppender" target="SYSTEM_OUT"> 
   <PatternLayout pattern="%d{YYYY-MM-dd HH:mm:ss} [%t] %-5p %c:%L - %m%n" /> 
  </Console> 
 </Appenders> 

 <Loggers> 
  <Root level="ERROR"> 
   <AppenderRef ref="ConsoleAppender"/> 
  </Root> 
  <Logger name="software.amazon.awssdk" level="WARN" /> 
  <Logger name="software.amazon.awssdk.request" level="DEBUG" /> 
 </Loggers>
</Configuration>

ログ出力の例を次に示します。

2022-09-23 16:02:08 [main] DEBUG software.amazon.awssdk.request:85 - Sending Request: 
 DefaultSdkHttpFullRequest(httpMethod=POST, protocol=https, host=dynamodb.us-
east-1.amazonaws.com, encodedPath=/, headers=[amz-sdk-invocation-id, Content-Length, 
 Content-Type, User-Agent, X-Amz-Target], queryParameters=[])
2022-09-23 16:02:08 [main] DEBUG software.amazon.awssdk.request:85 - Received successful 
 response: 200, Request ID: QS9DUMME2NHEDH8TGT9N5V53OJVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG, Extended 
 Request ID: not available

<Logger name="software.amazon.awssdk.requestId" level="DEBUG" />リクエストIDのみに
興味がある場合は使用してください。

詳細をログ記録します
SDK for Java 2.xが送受信する正確なリクエストとレスポンスを確認すると便利です。この情報にアクセス
する必要がある場合は、サービスクライアントが使用する HTTP クライアントに応じて必要な設定を追加
することで、一時的に有効にできます。

デフォルトでは、S3Client などの同期サービスクライアントは基盤となる Apache を使用し 
HttpClientAsyncClient、S3 などの非同期サービスクライアントは Netty ノンブロッキング HTTP クライア
ントを使用します。
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以下に、サービスクライアントの 2 つのカテゴリで使用できる HTTP クライアントの詳細を示します。

同期 HTTP クライアント 非同期 HTTP クライアント

ApacheHttpClient(デフォルト) NettyNioAsyncHttpClient(デフォルト)

UrlConnectionHttpClient AwsCrtAsyncHttpClient

基盤となる HTTP クライアントに応じて追加する必要のある構成設定については、以下の該当するタブを
参照してください。

Warning

ワイヤログファイルはデバッグの目的でのみ使用することをお勧めします。この機能を使用して
機密データを記録することができるため、本稼働環境ではこの機能を無効にします。HTTPS 呼び
出しの場合でも、リクエストやレスポンスは暗号化せずに記録されます。リクエスト (例: ファイ
ルを Amazon S3 にアップロード) やレスポンスのサイズが大きい場合は、詳細なワイヤログ記録
によって、アプリケーションのパフォーマンスに大きな影響を与えることがあります。

ApacheHttpClient

log4j2.xml構成ファイルに「org.apache.http.wire」ロガーを追加し、レベルを「DEBUG」に設定し
ます。

log4j2.xml次のファイルは、Apache のフルワイヤロギングを有効にします HttpClient。

<Configuration status="WARN"> 
 <Appenders> 
  <Console name="ConsoleAppender" target="SYSTEM_OUT"> 
   <PatternLayout pattern="%d{YYYY-MM-dd HH:mm:ss} [%t] %-5p %c:%L - %m%n" /> 
  </Console> 
 </Appenders> 

 <Loggers> 
  <Root level="WARN"> 
   <AppenderRef ref="ConsoleAppender"/> 
  </Root> 
  <Logger name="software.amazon.awssdk" level="WARN" /> 
  <Logger name="software.amazon.awssdk.request" level="DEBUG" /> 
  <Logger name="org.apache.http.wire" level="DEBUG" /> 
 </Loggers>
</Configuration>

Apache では内部で 1.2 を使用するため、Apachelog4j-1.2-api でのワイヤロギングには
アーティファクトに Maven がさらに依存する必要があります。ワイヤロギングを有効にするに
は、pom.xmlファイルに以下を追加します。

<dependency> 
 <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> 
 <artifactId>log4j-1.2-api</artifactId>
</dependency>

HttpClientApacheのワイヤロギングを含め、log4j 2を使用するためのMavenの依存関係の完全なセッ
トは次のとおりです。

...
<dependencyManagement> 
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    <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> 
            <artifactId>log4j-bom</artifactId> 
            <version>VERSION</version> 
            <type>pom</type> 
            <scope>import</scope> 
        </dependency> 
     </dependencies>
</dependencyManagement>
...
<!-- The following 3 entries are needed for Log4j2 with SLF4J -->
<dependency> 
   <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> 
   <artifactId>log4j-core</artifactId>
</dependency>
<dependency> 
   <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> 
   <artifactId>log4j-api</artifactId>
</dependency>
<dependency> 
   <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> 
   <artifactId>log4j-slf4j2-impl</artifactId>
</dependency>

<!-- The following is needed for Apache HttpClient wire logging -->
<dependency> 
   <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> 
   <artifactId>log4j-1.2-api</artifactId>
</dependency>
...

UrlConnectionHttpClient

を使用するサービスクライアントの詳細をログに記録するに
はUrlConnectionHttpClient、logging.propertiesまず次の内容のファイルを作成します。

handlers=java.util.logging.ConsoleHandler
java.util.logging.ConsoleHandler.level=FINEST
sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.level=ALL

以下の JVM システムプロパティーをのフルパスで設定しますlogging.properties。

-Djava.util.logging.config.file=/full/path/to/logging.properties

この設定では、リクエストとレスポンスのヘッダーのみが記録されます。例:

<Request>  FINE: sun.net.www.MessageHeader@35a9782c11 pairs: {GET /fileuploadtest 
 HTTP/1.1: null}{amz-sdk-invocation-id: 5f7e707e-4ac5-bef5-ba62-00d71034ffdc}
{amz-sdk-request: attempt=1; max=4}{Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 
 Credential=<deleted>/20220927/us-east-1/s3/aws4_request, SignedHeaders=amz-sdk-
invocation-id;amz-sdk-request;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-te, 
 Signature=e367fa0bc217a6a65675bb743e1280cf12fbe8d566196a816d948fdf0b42ca1a}{User-
Agent: aws-sdk-java/2.17.230 Mac_OS_X/12.5 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.332-b08 
 Java/1.8.0_332 vendor/Amazon.com_Inc. io/sync http/UrlConnection cfg/retry-mode/
legacy}{x-amz-content-sha256: UNSIGNED-PAYLOAD}{X-Amz-Date: 20220927T133955Z}{x-amz-te: 
 append-md5}{Host: tkhill-test1.s3.amazonaws.com}{Accept: text/html, image/gif, image/
jpeg, *; q=.2, */*; q=.2}{Connection: keep-alive}
<Response> FINE: sun.net.www.MessageHeader@70a36a6611 pairs: {null: HTTP/1.1 200 OK}{x-
amz-id-2: sAFeZDOKdUMsBbkdjyDZw7P0oocb4C9KbiuzfJ6TWKQsGXHM/dFuOvr2tUb7Y1wEHGdJ3DSIxq0=}
{x-amz-request-id: P9QW9SMZ97FKZ9X7}{Date: Tue, 27 Sep 2022 13:39:57 GMT}{Last-
Modified: Tue, 13 Sep 2022 14:38:12 GMT}{ETag: "2cbe5ad4a064cedec33b452bebf48032"}
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{x-amz-transfer-encoding: append-md5}{Accept-Ranges: bytes}{Content-Type: text/plain}
{Server: AmazonS3}{Content-Length: 67}

-Djavax.net.debug=allリクエスト/レスポンスボディを確認するには、JVM プロパティに追加し
ます。この追加プロパティは、すべての SSL 情報を含む大量の情報を記録します。

"GET""POST"ログコンソールまたはログファイル内でまたはを検索すると、実際のリクエストと
レスポンスが記録されているログのセクションにすばやく移動できます。"Plaintext before 
ENCRYPTION""Plaintext after DECRYPTION"リクエストとレスポンスを検索すると、ヘッダー
と本文の全文が表示されます。

NettyNioAsyncHttpClient

非同期サービスクライアントがデフォルトを使用している場合
はNettyNioAsyncHttpClient、log4j2.xmlファイルに 2 つのロガーを追加して HTTP ヘッダー
とリクエスト/レスポンスボディをログに記録します。

<Logger name="io.netty.handler.logging" level="DEBUG" />
<Logger name="io.netty.handler.codec.http2.Http2FrameLogger" level="DEBUG" />

log4j2.xml完全な例を次に示します。

<Configuration status="WARN"> 
    <Appenders> 
        <Console name="ConsoleAppender" target="SYSTEM_OUT"> 
            <PatternLayout pattern="%d{YYYY-MM-dd HH:mm:ss} [%t] %-5p %c:%L - %m%n" /> 
        </Console> 
    </Appenders> 

    <Loggers> 
        <Root level="WARN"> 
            <AppenderRef ref="ConsoleAppender"/> 
        </Root> 
        <Logger name="software.amazon.awssdk" level="WARN" /> 
        <Logger name="software.amazon.awssdk.request" level="DEBUG" /> 
        <Logger name="io.netty.handler.logging" level="DEBUG" /> 
        <Logger name="io.netty.handler.codec.http2.Http2FrameLogger" level="DEBUG" /> 
    </Loggers>
</Configuration>

これらの設定は、すべてのヘッダーの詳細と要求/応答の本文を記録します。
AwsCrtAsyncHttpClient

のインスタンスを使用するようにサービスクライアントを設定している場合
はAwsCrtAsyncHttpClient、JVM システムプロパティを設定するか、プログラムによって詳細を
ログに記録できます。

Log to a file at "Debug" level

システムプロパティを使用する

-Daws.crt.log.level=Trace  
-
Daws.crt.log.destination=File  
-
Daws.crt.log.filename=<path 
 to file>

プログラムで

import import software.amazon.awssdk.crt.Log;

// Execute this statement before constructing the SDK 
 service client.
Log.initLoggingToFile(Log.LogLevel.Trace, "<path to 
 file>");

Log to the console at "Debug" level

76



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

DNS 名参照用の JVM TTL の設定

システムプロパティを使用する

-Daws.crt.log.level=Trace  
-
Daws.crt.log.destination=Stdout

プログラムで

import import software.amazon.awssdk.crt.Log;

// Execute this statement before constructing the SDK 
 service client.
Log.initLoggingToStdout(Log.LogLevel.Trace);

セキュリティ上の理由から、「トレース」AwsCrtAsyncHttpClient レベルでは応答ヘッダーのみ
をログに記録します。リクエストヘッダー、リクエストボディ、レスポンスボディは記録されませ
ん。

DNS 名参照用の JVM TTL の設定
Java 仮想マシン (JVM) は DNS 名参照をキャッシュします。JVM がホスト名を IP アドレスに変換すると
き、time-to-live (TTL) と呼ばれる指定期間 IP アドレスをキャッシュします。

AWS リソースは、ときどき変更される DNS 名を使用するため、60 秒を超えない TTL 値で JVM を設定す
ることをお勧めします。これにより、リソースの IP アドレスが変更されたときに、アプリケーションは 
DNS に対して再度クエリを実行することで、リソースの新しい IP アドレスを取得し、使用できるように
なります。

一部の Java 設定では JVM のデフォルトの TTL が設定されるため、JVM が再起動されるまで、DNS エン
トリが更新されることはありません。したがって、アプリケーションがまだ実行中に AWS リソースの IP 
アドレスが変更された場合、JVM を手動で再起動し、キャッシュされた IP 情報が更新されるまで、その
リソースを使用することはできません。この場合、キャッシュされた IP 情報が定期的に更新されるように 
JVM の TTL を設定することが極めて重要です。

Note

JVM のバージョンと、セキュリティマネージャーがインストールされているかどうかに応じて、
デフォルト TTL は変わります。多くの JVM はデフォルト TTL を 60 秒以下にしています。この
ような JVM を使用しており、セキュリティマネージャーを使用していない場合、このトピックの
残りの部分は無視してかまいません。

JVM TTL の設定方法
JVM の TTL を変更するには、networkaddress.cache.ttl プロパティの値を設定します。ニーズに応じて、
次の方法のいずれかを使用します。

• グローバルに、JVM を使用するすべてのアプリケーションが対象。$JAVA_HOME/jre/lib/
security/java.security ファイルで networkaddress.cache.ttl を設定します。

networkaddress.cache.ttl=60

• アプリケーションのみが対象の場合は、アプリケーションの初期化コードで
networkaddress.cache.ttl を設定します。

java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl" , "60");

AWS SDK for Java 2.x のベストプラクティス
このセクションでは、SDK for JavA A A A X を使用する際のベストプラクティスについて説明します。
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トピック
• 可能であれば SDK クライアントを再利用する (p. 78)
• クライアント操作からの入力ストリームを閉じる (p. 78)
• パフォーマンステストに基づいて HTTP 構成をチューニングする (p. 78)
• Netty ベースの HTTP クライアントには OpenSSL を使用する (p. 78)
• API タイムアウトの設定 (p. 79)
• メトリクスを使用する (p. 79)

可能であれば SDK クライアントを再利用する
各 SDK クライアントは独自の HTTP 接続プールを維持します。プールにすでに存在する接続は、新しい
リクエストで再利用できるため、新しい接続を確立する時間を短縮できます。効果的に使用されていない
接続プールが多すぎることによるオーバーヘッドを避けるため、クライアントの単一インスタンスを共有
することをお勧めします。すべての SDK クライアントはスレッドセーフです。

クライアントインスタンスを共有したくない場合は、close()クライアントが必要ないときにインスタン
スを呼び出してリソースを解放してください。

クライアント操作からの入力ストリームを閉じる
などのストリーミング操作ではS3Client#getObject、ResponseInputStream直接操作する場合は、
次の操作を実行することをお勧めします。

• できるだけ早く入力ストリームからすべてのデータを読み取ります。
• できるだけ早く入力ストリームを閉じます。

入力ストリームは HTTP 接続からのデータの直接ストリームであり、ストリームからのすべてのデータが
読み取られてストリームが閉じられるまで、基になる HTTP 接続を再利用することはできないため、これ
らの推奨を行います。これらのルールに従わないと、開いているが未使用のHTTP接続をあまりにも多く割
り当てることにより、クライアントはリソースを使い果たす可能性があります。

パフォーマンステストに基づいて HTTP 構成をチュー
ニングする
SDKには、一般的なユースケースに適用されるデフォルトのhttp構成のセットが用意されています。お客
様には、ユースケースに基づいてアプリケーションの HTTP 構成を調整することをお勧めします。

まず始めに、SDK にはスマート構成のデフォルト機能があります (p. 54)。この機能は、バージョン 
2.17.102 で利用できます。ユースケースに応じて、適切な設定値を提供するモードを選択します。

Netty ベースの HTTP クライアントには OpenSSL を
使用する
デフォルトでは、SDK は JDK NettyNioAsyncHttpClientのデフォルトの SSL 実装をとして使用しま
すSslProvider。テストの結果、OpenSSL は JDK のデフォルト実装よりもパフォーマンスが優れてい
ることがわかりました。Netty コミュニティでは OpenSSL の使用も推奨しています。

OpenSSL を使用するには、netty-tcnative依存関係に追加してください。設定の詳細について
は、Netty プロジェクトのドキュメントを参照してください。
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netty-tcnativeプロジェクトを設定すると、NettyNioAsyncHttpClientイン
スタンスは自動的に OpenSSL を選択します。または、次のスニペットに示すよう
に、SslProviderNettyNioAsyncHttpClientビルダーを使用して明示的に設定することもできます。

NettyNioAsyncHttpClient.builder() 
                        .sslProvider(SslProvider.OPENSSL) 
                        .build();

API タイムアウトの設定
SDK では、接続タイムアウトやソケットタイムアウトなどの一部のタイムアウトオプションにはデフォ
ルト値が用意されていますが、API 呼び出しタイムアウトや個々の API 呼び出し試行タイムアウトにはデ
フォルト値がありません。個々の試行とリクエスト全体の両方にタイムアウトを設定することをお勧めし
ます。これにより、リクエストの処理に時間がかかる一時的な問題や、致命的なネットワークの問題が発
生した場合に、アプリケーションを最適な方法で迅速に失敗させることができます。

ClientOverrideConfiguration#apiCallAttemptTimeoutおよびを使用し
てサービスクライアントが行うすべてのリクエストのタイムアウトを設定できま
すClientOverrideConfiguration#apiCallTimeout。

次の例は、カスタムタイムアウト値を使用した Amazon Storage (Amazon Storage Service (Amazon S3 
torage Service (Amazon Storage Service (Amazon

S3Client.builder() 
        .overrideConfiguration( 
             b -> b.apiCallTimeout(Duration.ofSeconds(<custom value>)) 
                   .apiCallAttemptTimeout(Duration.ofMillis(<custom value>)) 
        .build();

apiCallAttemptTimeout

この設定では、1 回の HTTP 試行にかかる時間を設定します。この時間が経過すると、API 呼び出し
を再試行できます。

apiCallTimeout

このプロパティの値は、すべての再試行を含む実行全体の時間を設定します。

サービスクライアントでこれらのタイムアウト値を設定する代わり
に、RequestOverrideConfiguration#apiCallTimeout()RequestOverrideConfiguration#apiCallAttemptTimeout()と
を使用して単一のリクエストを設定できます。

次の例では、1listBuckets つのリクエストにカスタムのタイムアウト値を設定します。

s3Client.listBuckets(lbr -> lbr.overrideConfiguration( 
        b -> b.apiCallTimeout(Duration.ofSeconds(<custom value>)) 
               .apiCallAttemptTimeout(Duration.ofMillis(<custom value>))));

これらのプロパティを併用すると、再試行の全試行にかかる合計時間に厳しい制限が設定されます。ま
た、個々の HTTP リクエストを、処理速度が遅いリクエストに対して高速で失敗するように設定します。

メトリクスを使用する
SDK for Java は、アプリケーションのサービスクライアントのメトリクスを URL として収集できま
す (p. 158)。これらのメトリクスを使用して、パフォーマンスの問題を特定したり、特定の問題を理解す
るために詳しく確認したりすることもできます。
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アプリケーションのパフォーマンスをより深く理解するために、メトリクスを収集してから Amazon 
CloudWatch ログを分析することをお勧めします。
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AWS SDK for Java 2.x の機能
このセクションでは、AWS SDK for Java 2.x の機能について説明します。

トピック
• 非同期プログラミング (p. 81)
• の DynamoDB 拡張クライアント APIAWS SDK for Java 2.x (p. 87)
• AWS SDK for Java での HTTP/2 の使用 (p. 157)
• AWS SDK for Java の SDK メトリクスの有効化 (p. 158)
• AWS SDK for Java 2.x を使用したページ割り後の結果の取得 (p. 162)
• AWSCRT ベースの S3 クライアント (p. 168)
• Amazon S3 Transfer Manager (p. 170)
• AWS SDK for Java 2.x でのウェイターの使用 (p. 175)

非同期プログラミング
AWS SDK for Java 2.x は、いくつかのスレッドにわたって高い同時実行性を実装するノンブロッキングの
非同期クライアントです。AWS SDK for Java 1.x には、スレッドプール周辺のラッパーである非同期クラ
イアントと、ノンブロッキング I/O の利点を完全には提供しないブロッキング同期クライアントがありま
す。

同期メソッドは、クライアントがサービスからのレスポンスを受信するまでスレッドの実行をブロックし
ます。非同期メソッドはすぐに応答を返し、レスポンスを待機せずに呼び出しスレッドに制御を戻しま
す。

非同期メソッドはレスポンスが可能になる前に応答を返すため、準備ができたらレスポンスを得るための
手段が必要になります。2.x の非同期クライアント用のメソッドは、AWS SDK for JavaCompletableFuture
準備ができたらレスポンスにアクセスできるようにするオブジェクトを返します。

非ストリーミング操作
非ストリーミングオペレーションの場合、非同期メソッド呼び出しは同期メソッドに似ています。ただ
し、の非同期メソッドは、future のAWS SDK for JavaCompletableFuture非同期操作の結果を含むオブ
ジェクトを返します。

CompletableFuturewhenComplete()アクションを指定してメソッドを呼び出し、結果が得られたら完
了します。 CompletableFutureFutureインターフェイスを実装しているので、get()メソッドを呼び
出してレスポンスオブジェクトを取得することもできます。

テーブルのリストを取得するAmazon DynamoDB関数を呼び出す非同期操作の例を以下に示します。この
操作では、CompletableFutureListTablesResponseオブジェクトを保持できる 非同期の呼び出しが完了
した場合にのみ、whenComplete() への呼び出しで定義されるアクションが行われます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesRequest;

81

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html?java/util/concurrent/CompletableFuture.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/dynamodb/model/ListTablesResponse.html


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

非ストリーミング操作

import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesResponse;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

Code

public class DynamoDBAsyncListTables { 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        // Create the DynamoDbAsyncClient object 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        DynamoDbAsyncClient client = DynamoDbAsyncClient.builder() 
                .region(region) 
                .build(); 

        listTables(client); 
    } 

    public static void listTables(DynamoDbAsyncClient client) { 

        CompletableFuture<ListTablesResponse> response = 
 client.listTables(ListTablesRequest.builder() 
                .build()); 

        // Map the response to another CompletableFuture containing just the table names 
        CompletableFuture<List<String>> tableNames = 
 response.thenApply(ListTablesResponse::tableNames); 

        // When future is complete (either successfully or in error) handle the response 
        tableNames.whenComplete((tables, err) -> { 
            try { 
                if (tables != null) { 
                    tables.forEach(System.out::println); 
                } else { 
                    // Handle error 
                    err.printStackTrace(); 
                } 
            } finally { 
                // Lets the application shut down. Only close the client when you are 
 completely done with it. 
                client.close(); 
            } 
        }); 
        tableNames.join(); 
    }
}

次のコード例は、非同期クライアントを使用してテーブルから項目を取得する方法を示していま
す。getItemのメソッドを呼び出しDynamoDbAsyncClient、GetItemRequest目的の項目のテーブル名と
プライマリキー値を含むオブジェクトを渡します。これは通常、オペレーションに必要なデータを渡す方
法です。この例では、文字列値が渡されることに注意してください。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Collectors;
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import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;

Code

    public static void getItem(DynamoDbAsyncClient client, String tableName, String key,  
 String keyVal) { 

        HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = 
                new HashMap<String, AttributeValue>(); 

        keyToGet.put(key, AttributeValue.builder() 
                .s(keyVal).build()); 

        try { 

            // Create a GetItemRequest instance 
            GetItemRequest request = GetItemRequest.builder() 
                    .key(keyToGet) 
                    .tableName(tableName) 
                    .build(); 

            // Invoke the DynamoDbAsyncClient object's getItem 
            java.util.Collection<AttributeValue> returnedItem = 
 client.getItem(request).join().item().values(); 

            // Convert Set to Map 
            Map<String, AttributeValue> map = 
 returnedItem.stream().collect(Collectors.toMap(AttributeValue::s, s->s)); 
            Set<String> keys = map.keySet(); 
            for (String sinKey : keys) { 
                System.out.format("%s: %s\n", sinKey, map.get(sinKey).toString()); 
            } 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

ストリーミング操作
ストリーミング操作では、AsyncRequestBodyコンテンツを段階的に提供するにはを指定する
か、AsyncResponseTransformer応答を受信して処理するにはを指定する必要があります。

次の例では、PutObject オペレーションを使用して、ファイルを Amazon S3 に非同期的にアップロード
します。

インポート

import software.amazon.awssdk.core.async.AsyncRequestBody;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3AsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectResponse;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

Code

/** 
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 * To run this AWS code example, ensure that you have setup your development environment, 
 including your AWS credentials. 
 * 
 * For information, see this documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 */

public class S3AsyncOps { 

     public static void main(String[] args) { 

         final String USAGE = "\n" + 
                 "Usage:\n" + 
                 "    S3AsyncOps <bucketName> <key> <path>\n\n" + 
                 "Where:\n" + 
                 "    bucketName - the name of the Amazon S3 bucket (for example, bucket1). 
 \n\n" + 
                 "    key - the name of the object (for example, book.pdf). \n" + 
                 "    path - the local path to the file (for example, C:/AWS/book.pdf). 
 \n" ; 

        if (args.length != 3) { 
            System.out.println(USAGE); 
             System.exit(1); 
        } 

        String bucketName = args[0]; 
        String key = args[1]; 
        String path = args[2]; 

        Region region = Region.US_WEST_2; 
        S3AsyncClient client = S3AsyncClient.builder() 
                .region(region) 
                .build(); 

        PutObjectRequest objectRequest = PutObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(key) 
                .build(); 

        // Put the object into the bucket 
        CompletableFuture<PutObjectResponse> future = client.putObject(objectRequest, 
                AsyncRequestBody.fromFile(Paths.get(path)) 
        ); 
        future.whenComplete((resp, err) -> { 
            try { 
                if (resp != null) { 
                    System.out.println("Object uploaded. Details: " + resp); 
                } else { 
                    // Handle error 
                    err.printStackTrace(); 
                } 
            } finally { 
                // Only close the client when you are completely done with it 
                client.close(); 
            } 
        }); 

        future.join(); 
    }
}

次の例では、GetObject オペレーションを使用して、Amazon S3 から非同期的にファイルを取得しま
す。

84



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

ストリーミング操作

インポート

import software.amazon.awssdk.core.async.AsyncResponseTransformer;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3AsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectResponse;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

Code

/** 
 * To run this AWS code example, ensure that you have setup your development environment, 
 including your AWS credentials. 
 * 
 * For information, see this documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 */

public class S3AsyncStreamOps { 

    public static void main(String[] args) { 

        final String USAGE = "\n" + 
                "Usage:\n" + 
                "    S3AsyncStreamOps <bucketName> <objectKey> <path>\n\n" + 
                "Where:\n" + 
                "    bucketName - the name of the Amazon S3 bucket (for example, bucket1). 
 \n\n" + 
                "    objectKey - the name of the object (for example, book.pdf). \n" + 
                "    path - the local path to the file (for example, C:/AWS/book.pdf). 
 \n" ; 

        if (args.length != 3) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
         } 

        String bucketName = args[0]; 
        String objectKey = args[1]; 
        String path = args[2]; 

        Region region = Region.US_WEST_2; 
        S3AsyncClient client = S3AsyncClient.builder() 
                .region(region) 
                .build(); 

        GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(objectKey) 
                .build(); 

        CompletableFuture<GetObjectResponse> futureGet = client.getObject(objectRequest, 
                AsyncResponseTransformer.toFile(Paths.get(path))); 

        futureGet.whenComplete((resp, err) -> { 
            try { 
                if (resp != null) { 
                    System.out.println("Object downloaded. Details: "+resp); 
                } else { 
                    err.printStackTrace(); 
                } 
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            } finally { 
               // Only close the client when you are completely done with it 
                client.close(); 
            } 
        }); 
        futureGet.join(); 
    }
}

高度な操作
AWS SDK for Java 2.x は、非同期イベント駆動型ネットワークアプリケーションフレームワー
クである Netty を使用して I/O スレッドを処理します。AWS SDK for Java 2.x は Netty の背後に
ExecutorService を作成し、HTTP クライアントリクエストから Netty クライアントに返された Future 
を完了します。この抽象化により、開発者がスレッドを停止またはスリープすることを選択した場合、ア
プリケーションが非同期プロセスをブレークするリスクが軽減されます。デフォルトでは、各非同期クラ
イアントはプロセッサ数に基づいてスレッドプールを作成し、ExecutorService内のキュー内のタスク
を管理します。

上級ユーザーは、構築時に次のオプションを使用して、非同期クライアントを作成するときにスレッド
プールサイズを指定できます。

Code

S3AsyncClient clientThread = S3AsyncClient.builder() 
  .asyncConfiguration( 
    b -> b.advancedOption(SdkAdvancedAsyncClientOption 
      .FUTURE_COMPLETION_EXECUTOR, 
      Executors.newFixedThreadPool(10) 
    ) 
  ) 
  .build();

パフォーマンスを最適化するには、独自のスレッドプールエグゼキュターを管理し、クライアントの設定
時に含めます。

ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(50, 50, 
    10, TimeUnit.SECONDS, 
    new LinkedBlockingQueue<>(<custom_value>), 
    new ThreadFactoryBuilder() 
      .threadNamePrefix("sdk-async-response").build());

// Allow idle core threads to time out
executor.allowCoreThreadTimeOut(true);

S3AsyncClient clientThread = S3AsyncClient.builder() 
  .asyncConfiguration( 
    b -> b.advancedOption(SdkAdvancedAsyncClientOption 
      .FUTURE_COMPLETION_EXECUTOR, 
      executor 
    ) 
  ) 
  .build();

スレッドプールをまったく使用しない場合は、スレッドプールエグゼキュターを使用する代わりに
Runnable::run を使用します。

S3AsyncClient clientThread = S3AsyncClient.builder() 
  .asyncConfiguration( 
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    b -> b.advancedOption(SdkAdvancedAsyncClientOption 
        .FUTURE_COMPLETION_EXECUTOR, 
        Runnable::run 
      ) 
    ) 
    .build();

の DynamoDB 拡張クライアント APIAWS SDK for 
Java 2.x

DynamoDB 拡張クライアント API は、SDK for Java v1.xDynamoDBMapper のクラスの後継となる高レベ
ルのライブラリです。クライアント側のクラスを DynamoDB テーブルにマッピングする簡単な方法を提
供します。コードでは、テーブルと対応するモデルクラス間の関係を定義します。これらのリレーション
シップを定義すると、DynamoDB のテーブルまたは項目に対する作成、読み込み、更新、削除 (CRUD) の
各オペレーションを直感的に実行できます。

DynamoDB 拡張クライアント API には、定義されたスキーマに従わないドキュメントタイプの項目を操作
できる拡張ドキュメント API も含まれています。

DynamoDB 拡張クライアント API については、以下のトピックで説明します。
• DynamoDB 拡張クライアント API の使用を開始する (p. 87)
• DynamoDB 拡張クライアント API の基本 (p. 93)
• 拡張 (p. 128)
• 高度なテーブルスキーマ機能 (p. 131)
• DynamoDB 用の強化されたドキュメント API (p. 148)
• ノンブロッキング非同期操作 (p. 157)

DynamoDB 拡張クライアント API の使用を開始する
次のチュートリアルでは、DynamoDB 拡張クライアント API を操作するために必要な基本事項を紹介しま
す。

依存関係を追加する
プロジェクトで DynamoDB 拡張クライアント API を使い始めるには、dynamodb-enhanced Maven アー
ティファクトへの依存関係を追加します。これを次の例で示します。

Maven

<project> 
  <dependencyManagement> 
   <dependencies> 
      <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>bom</artifactId> 
        <version><VERSION></version> 
        <type>pom</type> 
        <scope>import</scope> 
      </dependency> 
   </dependencies> 
  </dependencyManagement> 
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  <dependencies> 
    <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>dynamodb-enhanced</artifactId> 
    </dependency> 
  </dependencies> 
  ...
</project>

Maven 中央リポジトリで最新バージョンを検索し、<VERSION>この値に置き換えます。
Gradle

repositories { 
    mavenCentral()
}
dependencies { 
    implementation(platform("software.amazon.awssdk:bom:<VERSION>")) 
    implementation("software.amazon.awssdk:dynamodb-enhanced") 
    ...
}

Maven 中央リポジトリで最新バージョンを検索し、<VERSION>この値に置き換えます。

TableSchema の生成
ATableSchema を使用すると、拡張クライアントは DynamoDB 属性値をクライアント側クラスにマッピ
ングしたり、クライアント側クラスからマップしたりできます。このチュートリアルでは、静的データク
ラスから派生し、ビルダーを使用してコードから生成されるTableSchema s について学習します。

注釈付きのデータクラスを使用する

Java 2.x 用の SDK には、データクラスで使用できるアノテーションのセットが含まれてお
り、TableSchemaクラスをテーブルにマッピングするためのをすばやく生成できます。

まず、JavaBean仕様に準拠するデータクラスを作成します。この仕様では、クラスには引数のな
いパブリックコンストラクターと、クラス内の各属性のゲッターとセッターが必要です。データク
ラスがであることを示すクラスレベルの注釈を含めてくださいDynamoDbBean。また、少なくと
も、DynamoDbPartitionKey主キー属性のゲッターまたはセッターに注釈を付けるようにしてくださ
い。

Note

propertyこの用語は通常、a にカプセル化された値を表しますJavaBean。ただし、このガイド
では、DynamoDB で使用される用語と一致させるために、attribute代わりにこの用語を使用
しています。

Customer次のクラスは、クラス定義を DynamoDB テーブルにリンクするアノテーションを示していま
す。

Customer クラス

package org.example.tests.model;

import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbBean;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbPartitionKey;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSortKey;
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import java.time.Instant;

@DynamoDbBean
public class Customer { 

    private String id; 
    private String name; 
    private String email; 
    private Instant regDate; 

    @DynamoDbPartitionKey 
    public String getId() { return this.id; } 

    public void setId(String id) { this.id = id; } 

    public String getCustName() { return this.name; } 

    public void setCustName(String name) { this.name = name; } 

    @DynamoDbSortKey 
    public String getEmail() { return this.email; } 

    public void setEmail(String email) { this.email = email; } 

    public Instant getRegistrationDate() { return this.regDate; } 

    public void setRegistrationDate(Instant registrationDate) { this.regDate = 
 registrationDate; } 

    @Override 
    public String toString() { 
        return "Customer [id=" + id + ", name=" + name + ", email=" + email 
                + ", regDate=" + regDate + "]"; 
    }
}

アノテーション付きのデータクラスを作成したら、次のスニペットに示すようにTableSchema、それを使
用してを作成します。

static final TableSchema<Customer> customerTableSchema = 
 TableSchema.fromBean(Customer.class);

ATableSchema は静的で不変になるように設計されています。通常、クラスロード時にインスタンス化で
きます。

TableSchema.fromBean()静的ファクトリメソッドは Bean をイントロスペクションして、データクラ
ス属性と DynamoDB 属性とのマッピングを生成します。

複数のデータクラスで構成されるデータモデルを使用する例については、Person??? (p. 141)セクショ
ンのクラスを参照してください。

ビルダーを使用する

テーブルスキーマをコードで定義すれば、Bean イントロスペクションのコストを節約できます。スキー
マをコーディングする場合、JavaBeanクラスは命名規則に従う必要も、注釈を付ける必要もありません。
次の例はビルダーを使用しており、Customerアノテーションを使用するクラス例と同等です。

static final TableSchema<Customer> customerTableSchema = 
  TableSchema.builder(Customer.class) 
    .newItemSupplier(Customer::new) 
    .addAttribute(String.class, a -> a.name("id") 
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                                      .getter(Customer::getId) 
                                      .setter(Customer::setId) 
                                      .tags(StaticAttributeTags.primaryPartitionKey())) 
    .addAttribute(Integer.class, a -> a.name("email") 
                                       .getter(Customer::getEmail) 
                                       .setter(Customer::setEmail) 
                                       .tags(StaticAttributeTags.primarySortKey())) 
    .addAttribute(String.class, a -> a.name("name") 
                                      .getter(Customer::getCustName) 
                                      .setter(Customer::setCustName)) 
    .addAttribute(Instant.class, a -> a.name("registrationDate") 
                                       .getter(Customer::getRegistrationDate) 
                                       .setter(Customer::setRegistrationDate)) 
    .build();

拡張クライアントを作成し、DynamoDbTable

拡張クライアントの作成

DynamoDbEnhancedClientクラスまたはそれに対応する非同期クラス
はDynamoDbEnhancedAsyncClient、DynamoDB 拡張クライアント API を操作するためのエントリポイン
トです。

拡張クライアントでは、DynamoDbClient作業を実行するための標準が必要です。API で
は、DynamoDbEnhancedClientインスタンスを作成する方法は 2 つあります。次のスニペットに示す最
初のオプションでは、DynamoDbClient構成設定から取得したデフォルト設定を使用して標準を作成しま
す。

DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.create();

基盤となる標準クライアントを設定する場合は、次のスニペットに示すように、それを拡張クライアント
のビルダーメソッドに渡すことができます。

DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder() 
                    .dynamoDbClient( 
                            // Configure an instance of the standard client. 
                            DynamoDbClient.builder() 
                                    .region(Region.US_EAST_1) 
                                    
 .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
                                    .build()) 
                    .build();

DynamoDbTableインスタンスを作成

a はDynamoDbTable、が提供するマッピング機能を使用する DynamoDBTableSchema テーブルのクラ
イアント側表現と考えてください。DyanamoDbTableこのクラスには、1 つの DynamoDB テーブルを操
作できる CRUD オペレーションのメソッドが用意されています。

DynamoDbTable<T>は、EnhancedDocumentカスタムクラスであろうとドキュメントタイプのアイテム
を扱うときであろうと、単一の型引数を取るジェネリッククラスです。この引数タイプは、使用するクラ
スと単一の DynamoDB テーブルとの関係を確立します。

table()のファクトリメソッドを使用して、DynamoDbTable次のスニペットに示すようにインスタンス
を作成します。DynamoDbEnhancedClient

static final DynamoDbTable<Customer> customerTable =  
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        enhancedClient.table("Customer", TableSchema.fromBean(Customer.class));

DynamoDbTableインスタンスは不変で、アプリケーション全体で使用できるため、シングルトンの候補
となります。

これで、コードに、Customerインスタンスを格納できる DynamoDB テーブルのインメモリ表現ができ
ました。実際の DynamoDB テーブルは存在する場合と存在しない場合があります。Customer指定された
テーブルが既に存在する場合は、そのテーブルに対して CRUD 操作を実行し始めることができます。テー
ブルが見つからない場合、次のセクションで説明するように、DynamoDbTableインスタンスを使用して
テーブルを作成します。

必要に応じて DynamoDB テーブルを作成する
インスタンスを作成したら、DynamoDbTableそのインスタンスを使用して DynamoDB でテーブルを 1 回
だけ作成します。

テーブルサンプルコードを作成

次の例では、Customerデータクラスに基づいて DynamoDB テーブルを作成します。

この例では、Customerクラス名と同じ名前の DynamoDB テーブルを作成しますが、テーブル名は別の名
前でもかまいません。テーブルにどのような名前を付けるにしても、そのテーブルを操作するには、他の
アプリケーションでもこの名前を使用する必要があります。基になる DynamoDBDynamoDbTable テーブ
ルを操作するために別のオブジェクトを作成するときはいつでも、table()この名前をメソッドに指定し
てください。

createTableメソッドに渡される Java ラムダパラメータを使用するとbuilder、テーブルをカスタマイ
ズできます。この例では、プロビジョニングされたスループットが設定されていますが、ビルダーメソッ
ドを使用して任意のセカンダリインデックスを設定することもできます。

この例では、DynamoDbWaiterレスポンスで受け取ったテーブル名を出力する前に a も使用しています。
テーブルの作成には時間がかかります。したがって、ウェイターを使用すると、テーブルを使用する前に 
DynamoDB サービスをポーリングしてテーブルが存在するかどうかを確認するロジックを記述する必要が
なくなります。

インポート

import com.example.dynamodb.Customer;
import software.amazon.awssdk.core.internal.waiters.ResponseOrException;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.waiters.DynamoDbWaiter;

コード

public static void createCustomerTable(DynamoDbTable<Customer> customerDynamoDbTable, 
 DynamoDbClient dynamoDbClient) { 
    // Create the DynamoDB table by using the 'customerDynamoDbTable' DynamoDbTable 
 instance. 
    customerDynamoDbTable.createTable(builder -> builder 
            .provisionedThroughput(b -> b 
                    .readCapacityUnits(10L) 
                    .writeCapacityUnits(10L) 
                    .build()) 
    ); 
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    // The 'dynamoDbClient' instance that's passed to the builder for the DynamoDbWaiter is 
 the same instance 
    // that was passed to the builder of the DynamoDbEnhancedClient instance used to create 
 the 'customerDynamoDbTable'. 
    // This means that the same Region that was configured on the standard 'dynamoDbClient' 
 instance is used for all service clients. 
    try (DynamoDbWaiter waiter = DynamoDbWaiter.builder().client(dynamoDbClient).build()) 
 { // DynamoDbWaiter is Autocloseable 
        ResponseOrException<DescribeTableResponse> response = waiter 
                .waitUntilTableExists(builder -> builder.tableName("Customer").build()) 
                .matched(); 
        DescribeTableResponse tableDescription = response.response().orElseThrow( 
                () -> new RuntimeException("Customer table was not created.")); 
        // The actual error can be inspected in response.exception() 
        logger.info("Customer table was created."); 
    }
}

Note

テーブルがデータクラスから生成される場合、DynamoDB テーブルの属性名は小文字で始まりま
す。テーブルの属性名を大文字で始める場合は、@DynamoDbAttribute(NAME)アノテーション
を使用して必要な名前をパラメータとして指定します (p. 132)。

操作を実行する
テーブルを作成したら、DynamoDbTableインスタンスを使用して DynamoDB テーブルに対して操作を実
行します。

次の例では、DynamoDbTable<Customer>Customerシングルトンがデータクラスインスタンスとともに
パラメータとして渡され (p. 88)、テーブルに新しい項目が追加されます。

    public static void putItemExample(DynamoDbTable<Customer> customerTable, Customer 
 customer){ 
        logger.info(customer.toString()); 
        customerTable.putItem(customer); 
    }

customerオブジェクトを DynamoDB サービスに送信する前に、toString()オブジェクトのメソッドの
出力を記録して、拡張クライアントが送信するものと比較します。

Customer [id=1, name=Customer Name, email=customer@example.org, 
 regDate=2023-03-16T21:05:43.265Z]

ワイヤーレベルのロギングには、生成されたリクエストのペイロードが表示されます。拡張クライアント
は、データクラスから低レベルの表現を生成しました。regDateこの属性は JavaInstant のタイプであ
り、DynamoDB 文字列として表されます。

{ 
  "TableName": "Customer", 
  "Item": { 
    "registrationDate": { 
      "S": "2023-03-16T21:05:43.265Z" 
    }, 
    "id": { 
      "S": "1" 
    }, 
    "custName": { 
      "S": "Customer Name" 
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    }, 
    "email": { 
      "S": "customer@example.org" 
    } 
  }
}

既存のテーブルを使用する
前のセクションでは、Java データクラスから始めて DynamoDB テーブルを作成する方法を説明しまし
た。既存のテーブルがあり、拡張クライアントの機能を使用したい場合は、そのテーブルを操作する Java 
データクラスを作成できます。DynamoDB テーブルを調べて、必要なアノテーションをデータクラスに追
加する必要があります。

既存のテーブルを操作する前に、DynamoDbEnhanced.table()メソッドを呼び出します。これは前の例
で次の文で行いました。

DynamoDbTable<Customer> customerTable = enhancedClient.table("Customer", 
 TableSchema.fromBean(Customer.class));

DynamoDbTableインスタンスが返されたら、基になるテーブルですぐに作業を開始できま
す。DynamoDbTable.createTable()メソッドを呼び出してテーブルを再作成する必要はありません。

次の例では、DynamoDBCustomer テーブルからインスタンスをすぐに取得することでこれを説明しま
す。

DynamoDbTable<Customer> customerTable = enhancedClient.table("Customer", 
 TableSchema.fromBean(Customer.class));
// The Customer table exists already and has an item with a primary key value of "a123".
Customer customer = customerTable.getItem(Key.builder().partitionValue("a123").build());

Important

table()メソッドで使用されるテーブル名は、既存の DynamoDB テーブル名と一致する必要が
あります。

DynamoDB 拡張クライアント API の基本
このトピックでは、DynamoDB 拡張クライアント API の基本的な機能について説明し、標準の 
DynamoDB クライアント API と比較します。

DynamoDB Enhanced Client API を初めて使用する場合は、入門チュートリアルを読んで基本クラスに慣
れることをお勧めします (p. 87)。

Java の DynamoDB アイテム
DynamoDB テーブルにはアイテムが格納されます。ユースケースに応じて、Java 側の項目は、静的に構
造化されたデータまたは動的に作成された構造の形式をとることができます。

ユースケースで一貫した属性セットを持つアイテムを必要とする場合は、アノテーション付きのクラスを
使用するか (p. 88)、TableSchemaビルダーを使用して適切な静的型を生成してください (p. 89)。

また、さまざまな構造で構成されるアイテムを保管する必要がある場合は、DocumentTableSchemaを作
成してください。 DocumentTableSchemaはEnhanced Document APIの一部であり (p. 148)、静的に型
指定されたプライマリキーのみが必要で、EnhancedDocumentインスタンスと連携してデータ要素を保持
します。拡張ドキュメント API については、別のトピックで説明します。 (p. 148)
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属性タイプ
DynamoDB は Java の豊富な型システムに比べて少数の属性タイプをサポートしていますが、DynamoDB 
拡張クライアント API には Java クラスのメンバーを DynamoDB 属性タイプに変換したり、DynamoDB 
属性タイプから変換したりするメカニズムが用意されています。

デフォルトでは、DynamoDB Enhanced Client API は、整数、文字列、インスタントなど、多数のタイプ
の属性コンバーターをサポートします。BigDecimalこのリストは、AttributeConverterインタフェースの既
知の実装クラスに表示されます。リストには、マップ、リスト、セットなど、さまざまなタイプとコレク
ションが含まれています。

デフォルトでサポートされていない、JavaBeanまたは規則に準拠していない属性タイプのデータを保存す
るには、AttributeConverter変換を行うカスタム実装を作成できます。例については (p. 134)、属性
変換のセクションを参照してください。

クラスが Java Bean の仕様に準拠している属性タイプ (または不変データクラス) のデータを格納するに
は (p. 100)、2 つの方法があります。

• ソースファイルにアクセスできる場合は、クラスに@DynamoDbBean (または@DynamoDbImmutable) 
アノテーションを付けることができます。ネストされた属性について説明するセクションでは、アノ
テーション付きクラスの使用例を示しています (p. 144)。

• JavaBean属性のデータクラスのソースファイルにアクセスできない (またはアクセスできるクラスの
ソースファイルに注釈を付けたくない) 場合は、ビルダーアプローチを使用できます。これにより、
キーを定義せずにテーブルスキーマが作成されます。次に、このテーブルスキーマを別のテーブルス
キーマ内にネストしてマッピングを実行できます。ネスト属性セクションには、ネストされたスキーマ
の使用例があります (p. 145)。

Java プリミティブ型の値
拡張クライアントはプリミティブ型の属性を扱うことができますが、プリミティブ型では NULL 値を表現
できないため、オブジェクト型の使用をお勧めします。

Null 値
putItemAPI を使用する場合、拡張クライアントは DynamoDB へのリクエストにマップされたデータオ
ブジェクトの NULL 値の属性を含めません。

updateItemリクエストの場合、NULL 値の属性はデータベース上の項目から削除されます。一部の属性
値を更新し、他の値はそのままにしておきたい場合は、変更してはいけない他の属性の値をコピーする
か、更新ビルダーの ignoreNull () メソッドを使用してください。

次の例はignoreNulls() forthe updateItem() メソッドを示しています。

    public void updateItemNullsExample(){ 
        Customer customer = new Customer(); 
        customer.setCustName("CustName"); 
        customer.setEmail("email"); 
        customer.setId("1"); 
        customer.setRegistrationDate(Instant.now()); 

        // Put item with values for all attributes. 
        customerDynamoDbTable.putItem(customer); 

        // Create a Customer instance with the same id value, but a different email value. 
        // Do not set the 'registrationDate' attribute. 
        Customer custForUpdate = new Customer(); 
        custForUpdate.setCustName("NewName"); 
        custForUpdate.setEmail("email"); 
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        custForUpdate.setId("1"); 

        // Update item without setting the registrationDate attribute. 
        customerDynamoDbTable.updateItem(b -> b 
                .item(custForUpdate) 
                .ignoreNulls(Boolean.TRUE)); 

        Customer updatedWithNullsIgnored = customerDynamoDbTable.getItem(customer); 
        // registrationDate value is unchanged. 
        logger.info(updatedWithNullsIgnored.toString()); 

        customerDynamoDbTable.updateItem(custForUpdate); 
        Customer updatedWithNulls = customerDynamoDbTable.getItem(customer); 
        // registrationDate value is null because ignoreNulls() was not used. 
        logger.info(updatedWithNulls.toString()); 
    }
}

// Logged lines.
Customer [id=1, custName=NewName, email=email, registrationDate=2023-04-05T16:32:32.056Z]
Customer [id=1, custName=NewName, email=email, registrationDate=null]

DynamoDB 拡張クライアントの基本メソッド
拡張クライアントの基本的なメソッドは、その名前が付けられた DynamoDB サービスオペレーションに
対応しています。次の例は、各方法の最も単純なバリエーションを示しています。拡張リクエストオブ
ジェクトを渡すことで、各メソッドをカスタマイズできます。拡張リクエストオブジェクトは、標準の 
DynamoDB クライアントで利用できるほとんどの機能を提供します。AWS SDK for Java 2.xそれらはAPI
リファレンスで完全に文書化されています。

the section called “Customer クラス” (p. 88)この例では前述の方法を使用しています。

// CreateTable
customerTable.createTable();

// GetItem
Customer customer = customerTable.getItem(Key.builder().partitionValue("a123").build());

// UpdateItem
Customer updatedCustomer = customerTable.updateItem(customer);

// PutItem
customerTable.putItem(customer);

// DeleteItem
Customer deletedCustomer = 
 customerTable.deleteItem(Key.builder().partitionValue("a123").sortValue(456).build());

// Query
PageIterable<Customer> customers = customerTable.query(keyEqualTo(k -> 
 k.partitionValue("a123")));

// Scan
PageIterable<Customer> customers = customerTable.scan();

// BatchGetItem
BatchGetResultPageIterable batchResults =  
    enhancedClient.batchGetItem(r -> r.addReadBatch(ReadBatch.builder(Customer.class) 
                                      .mappedTableResource(customerTable) 
                                      .addGetItem(key1) 
                                      .addGetItem(key2) 
                                      .addGetItem(key3) 
                                      .build()));
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// BatchWriteItem
batchResults = enhancedClient.batchWriteItem(r -> 
 r.addWriteBatch(WriteBatch.builder(Customer.class) 
                                                   .mappedTableResource(customerTable) 
                                                   .addPutItem(customer) 
                                                   .addDeleteItem(key1) 
                                                   .addDeleteItem(key1) 
                                                   .build()));

// TransactGetItems
transactResults = enhancedClient.transactGetItems(r -> r.addGetItem(customerTable, key1) 
                                                        .addGetItem(customerTable, key2));

// TransactWriteItems
enhancedClient.transactWriteItems(r -> r.addConditionCheck(customerTable,  
                                                           i -> i.key(orderKey) 
                                                                 
 .conditionExpression(conditionExpression)) 
                                        .addUpdateItem(customerTable, customer) 
                                        .addDeleteItem(customerTable, key));

DynamoDB 拡張クライアントを標準の DynamoDB クライアント
と比較
DynamoDB クライアント API (標準と拡張) のどちらでも、DynamoDB テーブルを操作して CRUD (作
成、読み取り、更新、削除) データレベルの操作を実行できます。クライアント API の違いは、その方法
にあります。標準クライアントを使用すると、低レベルのデータ属性を直接操作できます。強化されたク
ライアント API は、使い慣れた Java クラスを使用し、バックグラウンドでは低レベル API に対応してい
ます。

どちらのクライアント API もデータレベルの操作をサポートしていますが、標準の DynamoDB クライア
ントはリソースレベルの操作もサポートしています。リソースレベルの操作は、バックアップの作成、
テーブルの一覧表示、テーブルの更新など、データベースを管理します。拡張クライアント API は、テー
ブルの作成、説明、削除など、特定の数のリソースレベルの操作をサポートします。

2 つのクライアント API で使用されるさまざまなアプローチを説明するために、次のコード例
は、ProductCatalog標準クライアントと拡張クライアントを使用して同じテーブルを作成する方法を示
しています。

比較:標準の DynamoDB クライアントを使用してテーブルを作成する

DependencyFactory.dynamoDbClient().createTable(builder -> builder 
        .tableName(TABLE_NAME) 
        .attributeDefinitions( 
                b -> b.attributeName("id").attributeType(ScalarAttributeType.N), 
                b -> b.attributeName("title").attributeType(ScalarAttributeType.S), 
                b -> b.attributeName("isbn").attributeType(ScalarAttributeType.S) 
        ) 
        .keySchema( 
                builder1 -> builder1.attributeName("id").keyType(KeyType.HASH), 
                builder2 -> builder2.attributeName("title").keyType(KeyType.RANGE) 
        ) 
        .globalSecondaryIndexes(builder3 -> builder3 
                        .indexName("products_by_isbn") 
                        .keySchema(builder2 -> builder2 
                                .attributeName("isbn").keyType(KeyType.HASH)) 
                        .projection(builder2 -> builder2 
                                .projectionType(ProjectionType.INCLUDE) 
                                .nonKeyAttributes("price", "authors")) 
                        .provisionedThroughput(builder4 -> builder4 
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                                .writeCapacityUnits(5L).readCapacityUnits(5L)) 
        ) 
        .provisionedThroughput(builder1 -> builder1 
                .readCapacityUnits(5L).writeCapacityUnits(5L))
);

比較:DynamoDB Enhanced クライアントを使用してテーブルを作成する

DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DependencyFactory.enhancedClient();
productCatalog = enhancedClient.table(TABLE_NAME, 
 TableSchema.fromImmutableClass(ProductCatalog.class));
productCatalog.createTable(b -> b 
        .provisionedThroughput(b1 -> b1.readCapacityUnits(5L).writeCapacityUnits(5L)) 
        .globalSecondaryIndices(b2 -> b2.indexName("products_by_isbn") 
                .projection(b4 -> b4 
                        .projectionType(ProjectionType.INCLUDE) 
                        .nonKeyAttributes("price", "authors")) 
                .provisionedThroughput(b3 -> 
 b3.writeCapacityUnits(5L).readCapacityUnits(5L)) 
        )
);

拡張クライアントは、次の注釈付きデータクラスを使用します。DynamoDB Enhanced Client は Java 
データ型を DynamoDB データ型にマッピングするので、コードが簡潔になり、わかりやすくなります。
ProductCatalogは、DynamoDB 拡張クライアントで不変クラスを使用する例です。マップされたデー
タクラスでの不変クラスの使用については、このトピックの後半で説明します (p. 100)。

ProductCatalog クラス

package org.example.tests.model;

import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbIgnore;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbImmutable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbPartitionKey;
import 
 software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSecondaryPartitionKey;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSortKey;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.Objects;
import java.util.Set;

@DynamoDbImmutable(builder = ProductCatalog.Builder.class)
public class ProductCatalog implements Comparable<ProductCatalog> { 
    private Integer id; 
    private String title; 
    private String isbn; 
    private Set<String> authors; 
    private BigDecimal price; 

    private ProductCatalog(Builder builder){ 
        this.authors = builder.authors; 
        this.id = builder.id; 
        this.isbn = builder.isbn; 
        this.price = builder.price; 
        this.title = builder.title; 
    } 

    public static Builder builder(){ return new Builder(); } 

    @DynamoDbPartitionKey 
    public Integer id() { return id; } 
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    @DynamoDbSortKey 
    public String title() { return title; } 
     
    @DynamoDbSecondaryPartitionKey(indexNames = "products_by_isbn") 
    public String isbn() { return isbn; } 
    public Set<String> authors() { return authors; } 
    public BigDecimal price() { return price; } 

    public static final class Builder { 
      private Integer id; 
      private String title; 
      private String isbn; 
      private Set<String> authors; 
      private BigDecimal price; 
      private Builder(){} 

      public Builder id(Integer id) { this.id = id; return this; } 
      public Builder title(String title) { this.title = title; return this; } 
      public Builder isbn(String ISBN) { this.isbn = ISBN; return this; } 
      public Builder authors(Set<String> authors) { this.authors = authors; return this; } 
      public Builder price(BigDecimal price) { this.price = price; return this; } 
      public ProductCatalog build() { return new ProductCatalog(this); } 
  } 

    @Override 
    public String toString() { 
        final StringBuffer sb = new StringBuffer("ProductCatalog{"); 
        sb.append("id=").append(id); 
        sb.append(", title='").append(title).append('\''); 
        sb.append(", isbn='").append(isbn).append('\''); 
        sb.append(", authors=").append(authors); 
        sb.append(", price=").append(price); 
        sb.append('}'); 
        return sb.toString(); 
    } 

    @Override 
    public boolean equals(Object o) { 
        if (this == o) return true; 
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false; 
        ProductCatalog that = (ProductCatalog) o; 
        return id.equals(that.id) && title.equals(that.title) && Objects.equals(isbn, 
 that.isbn) && Objects.equals(authors, that.authors) && Objects.equals(price, that.price); 
    } 

    @Override 
    public int hashCode() { 
        return Objects.hash(id, title, isbn, authors, price); 
    } 

    @Override 
    @DynamoDbIgnore 
    public int compareTo(ProductCatalog other) { 
        if (this.id.compareTo(other.id) != 0){ 
            return this.id.compareTo(other.id); 
        } else { 
            return this.title.compareTo(other.title); 
        } 
    }
}

以下の 2 つのバッチ書き込みのコード例は、拡張クライアントではなく標準クライアントを使用する場合
の冗長性とタイプセーフの欠如を示しています。

98



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

基礎

比較:標準 DynamoDB クライアントを使用したBatch 書き込み

    public static void batchWriteStandard(DynamoDbClient dynamoDbClient, String tableName) 
 { 

        Map<String, AttributeValue> catalogItem = Map.of( 
                "authors", AttributeValue.builder().ss("a", "b").build(), 
                "id", AttributeValue.builder().n("1").build(), 
                "isbn", AttributeValue.builder().s("1-565-85698").build(), 
                "title", AttributeValue.builder().s("Title 1").build(), 
                "price", AttributeValue.builder().n("52.13").build()); 

        Map<String, AttributeValue> catalogItem2 = Map.of( 
                "authors", AttributeValue.builder().ss("a", "b", "c").build(), 
                "id", AttributeValue.builder().n("2").build(), 
                "isbn", AttributeValue.builder().s("1-208-98073").build(), 
                "title", AttributeValue.builder().s("Title 2").build(), 
                "price", AttributeValue.builder().n("21.99").build()); 

        Map<String, AttributeValue> catalogItem3 = Map.of( 
                "authors", AttributeValue.builder().ss("g", "k", "c").build(), 
                "id", AttributeValue.builder().n("3").build(), 
                "isbn", AttributeValue.builder().s("7-236-98618").build(), 
                "title", AttributeValue.builder().s("Title 3").build(), 
                "price", AttributeValue.builder().n("42.00").build()); 

        Set<WriteRequest> writeRequests = Set.of( 
                WriteRequest.builder().putRequest(b -> b.item(catalogItem)).build(), 
                WriteRequest.builder().putRequest(b -> b.item(catalogItem2)).build(), 
                WriteRequest.builder().putRequest(b -> b.item(catalogItem3)).build()); 

        Map<String, Set<WriteRequest>> productCatalogItems = Map.of( 
                "ProductCatalog", writeRequests); 

        BatchWriteItemResponse response = dynamoDbClient.batchWriteItem(b -> 
 b.requestItems(productCatalogItems)); 

        logger.info("Unprocessed items: " + response.unprocessedItems().size()); 
    }

比較:DynamoDB Enhanced クライアントを使用したBatch 書き込み

    public static void batchWriteEnhanced(DynamoDbTable<ProductCatalog> productCatalog) { 
        ProductCatalog prod = ProductCatalog.builder() 
                .id(1) 
                .isbn("1-565-85698") 
                .authors(new HashSet<>(Arrays.asList("a", "b"))) 
                .price(BigDecimal.valueOf(52.13)) 
                .title("Title 1") 
                .build(); 
        ProductCatalog prod2 = ProductCatalog.builder() 
                .id(2) 
                .isbn("1-208-98073") 
                .authors(new HashSet<>(Arrays.asList("a", "b", "c"))) 
                .price(BigDecimal.valueOf(21.99)) 
                .title("Title 2") 
                .build(); 
        ProductCatalog prod3 = ProductCatalog.builder() 
                .id(3) 
                .isbn("7-236-98618") 
                .authors(new HashSet<>(Arrays.asList("g", "k", "c"))) 
                .price(BigDecimal.valueOf(42.00)) 
                .title("Title 3") 
                .build(); 
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        BatchWriteResult batchWriteResult = DependencyFactory.enhancedClient() 
                .batchWriteItem(b -> b.writeBatches( 
                        WriteBatch.builder(ProductCatalog.class) 
                                .mappedTableResource(productCatalog) 
                                .addPutItem(prod).addPutItem(prod2).addPutItem(prod3) 
                                .build() 
                )); 
        logger.info("Unprocessed items: " + 
 batchWriteResult.unprocessedPutItemsForTable(productCatalog).size()); 
    }

不変データクラスでの作業
DynamoDB 拡張クライアント API のマッピング機能は、不変のデータクラスで動作します。不変クラス
にはゲッターしかなく、SDK がクラスのインスタンスを作成するために使用するビルダークラスが必要で
す。不変クラスでは、Customer@DynamoDbBean@DynamoDbImmutable クラスに示されているようにア
ノテーションを使用する代わりに (p. 88)、使用するビルダークラスを示すパラメーターを使用するアノ
テーションを使用します。

Customer次のクラスはの不変バージョンです。

package org.example.tests.model.immutable;

import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbImmutable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbPartitionKey;
import 
 software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSecondaryPartitionKey;
import 
 software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSecondarySortKey;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSortKey;

import java.time.Instant;

@DynamoDbImmutable(builder = CustomerImmutable.Builder.class)
public class CustomerImmutable { 
    private final String id; 
    private final String name; 
    private final String email; 
    private final Instant regDate; 

    private CustomerImmutable(Builder b) { 
        this.id = b.id; 
        this.email = b.email; 
        this.name = b.name; 
        this.regDate = b.regDate; 
    } 

    // This method will be automatically discovered and used by the TableSchema. 
    public static Builder builder() { return new Builder(); } 

    @DynamoDbPartitionKey 
    public String id() { return this.id; } 

    @DynamoDbSortKey 
    public String email() { return this.email; } 

    @DynamoDbSecondaryPartitionKey(indexNames = "customers_by_name") 
    public String name() { return this.name; } 

    @DynamoDbSecondarySortKey(indexNames = {"customers_by_date", "customers_by_name"}) 
    public Instant regDate() { return this.regDate; } 
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    public static final class Builder { 
        private String id; 
        private String email; 
        private String name; 
        private Instant regDate; 

        // The private Builder constructor is visible to the enclosing Customer class. 
        private Builder() {} 

        public Builder id(String accountId) { this.id = id; return this; } 
        public Builder email(String email) { this.email = email; return this; } 
        public Builder name(String name) { this.name = name; return this; } 
        public Builder regDate(Instant regDate) { this.regDate = regDate; return this; } 

        // This method will be automatically discovered and used by the TableSchema. 
        public CustomerImmutable build() { return new CustomerImmutable(this); } 
    }
}

データクラスにアノテーションを付ける場合、次の要件を満たす必要がありま
す@DynamoDbImmutable。

1. のオーバーライドでもアノテーションも付けられていないすべてのメソッド
はObject.class、DynamoDB@DynamoDbIgnore テーブルの属性のゲッターでなければなりませ
ん。

2. すべてのゲッターには、ビルダークラスに対応する大文字と小文字を区別するセッターが必要です。
3. 次の建設条件のうち、満たす必要があるのは次のうち1つだけです。

• ビルダークラスにはパブリックデフォルトコンストラクターが必要です。
• データクラスには、builder()パラメーターを取らずにビルダークラスのインスタンスを返すという

名前の public static メソッドが必要です。Customerこのオプションは不変クラスで示されます。
4. ビルダークラスには、build()パラメーターを取らずに不変クラスのインスタンスを返すという名前の 

public メソッドが必要です。

TableSchema不変クラス用のを作成するには、TableSchema次のスニペットに示すように 
onfromImmutableClass() メソッドを使用してください。

static final TableSchema<Customer> customerTableSchema = 
 TableSchema.fromImmutableClass(Customer.class);

Lombok などのサードパーティライブラリを使用する
Project Lombok などのサードパーティライブラリは、不変オブジェクトに関連する定型コードを生成する
のに役立ちます。DynamoDB Enhanced Client API は、データクラスがこのセクションで説明する規則に
従っている限り、これらのライブラリと連携します。

次の例は、LombokCustomerImmutable アノテーション付きの不変クラスを示して
います。LombokonMethod の機能が、属性ベースの DynamoDB アノテーション (な
ど@DynamoDbPartitionKey) を生成コードにコピーする方法に注目してください。

@Value
@Builder
@DynamoDbImmutable(builder = Customer.CustomerBuilder.class)
public class Customer { 
    @Getter(onMethod_=@DynamoDbPartitionKey) 
    private String id; 

    @Getter(onMethod_=@DynamoDbSortKey) 
    private String email; 
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    @Getter(onMethod_=@DynamoDbSecondaryPartitionKey(indexNames = "customers_by_name")) 
    private String name; 

    @Getter(onMethod_=@DynamoDbSecondarySortKey(indexNames = {"customers_by_date", 
 "customers_by_name"})) 
    private Instant createdDate;
}

表現と条件
DynamoDB 拡張クライアント API の式は DynamoDB 式を Java で表現したものです。

DynamoDB 拡張クライアント API は次の 3 種類の式を使用します。

Expression

Expressionこのクラスは、条件とフィルターを定義するときに使用されます。
QueryConditional

このタイプの式は、クエリ操作の主要な条件を表します。
UpdateExpression

このクラスは DynamoDB の更新式を書くのに役立ち、現在は拡張フレームワークで項目を更新する
ときに使用されています。

表現の解剖学
式は以下の構成です。

• 文字列表現 (必須)。文字列には、属性名と属性値のプレースホルダー名を含む DynamoDB ロジック式が
含まれています。

• エクスプレッション値のマップ (通常は必須)。
• エクスプレッション名のマップ (オプション)。

ビルダーを使用して、Expression次の一般的な形式のオブジェクトを生成します。

Expression espression = Expression.builder() 
                            .expression(<String>) 
                            .expressionNames(<Map>) 
                            .expressionValues(<Map>) 
                           .build()

Expressions には通常、エクスプレッション値のマップが必要です。マップは、文字列式内
のプレースホルダーの値を提供します。マップキーは、プレースホルダー名の前にコロン (:) 
を付けたもので、マップ値はのインスタンスですAttributeValue。AttributeValuesこのクラスに
は、AttributeValueリテラルからインスタンスを生成する便利なメソッドがあります。また
は、AttributeValue.BuilderAttributeValueを使用してインスタンスを生成することもできます。

次のスニペットは、コメント行 2 の後に 2 つのエントリがあるマップを示しています。expression()メ
ソッドに渡される文字列 (コメント行 1 の後に表示) には、操作を実行する前に DynamoDB が解決するプ
レースホルダーが含まれています。price は許容される属性名であるため、このスニペットにはエクスプ
レッション名のマップは含まれていません。

    public static void scanAsync(DynamoDbAsyncTable productCatalog) { 
        ScanEnhancedRequest request = ScanEnhancedRequest.builder() 
                .consistentRead(true) 
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                .attributesToProject("id", "title", "authors", "price") 
                .filterExpression(Expression.builder() 
                        // 1. :min_value and :max_value are placeholders for the values 
 provided by the map 
                        .expression("price >= :min_value AND price <= :max_value") 
                        // 2. Two values are needed for the expression and each is supplied 
 as a map entry. 
                        .expressionValues( 
                                Map.of( ":min_value", numberValue(8.00), 
                                        ":max_value", numberValue(400_000.00))) 
                        .build()) 
                .build();

DynamoDB テーブルの属性名が予約語や数字で始まるか、またはスペースを含む場合、に式の名前のマッ
プが必要ですExpression。

たとえば、1priceprice属性名が前のコード例の代わりだった場合は、次の例のように例を変更する必要
があります。

        ScanEnhancedRequest request = ScanEnhancedRequest.builder() 
                .filterExpression(Expression.builder() 
                        .expression("#price >= :min_value AND #price <= :max_value") 
                        .expressionNames( Map.of("#price", "1price") ) 
                        .expressionValues( 
                                Map.of(":min_value", numberValue(8.00), 
                                        ":max_value", numberValue(400_000.00))) 
                        .build()) 
                .build();

エクスプレッション名のプレースホルダーは、シャープ記号 (#) で始まります。エクスプレッ
ション名のマップのエントリでは、プレースホルダーをキー、属性名を値として使用しま
す。expressionNames()マップはメソッドを使用してエクスプレッションビルダに追加されま
す。DynamoDB は、操作を実行する前に属性名を解決します。

文字列式に関数を使用する場合、式の値は不要です。エクスプレッション関数の例はで
すattribute_exists(<attribute_name>)。

次の例では、DynamoDBExpression 関数を使用するビルドを行います。この例のエクスプレッション文
字列はプレースホルダーを使用しません。この式は、putItemmovieデータオブジェクトの属性と等しい
属性の値を持つ項目がデータベースにすでに存在するかどうかを確認する操作に使用できます。movie

Expression exp = Expression.builder().expression("attribute_not_exists (movie)").build();

DynamoDB 開発者ガイドには、DynamoDB で使用される低レベルの式に関する詳細な情報が記載されて
います。

条件式と条件
、deleteItem()およびメソッドを使用するときやputItem()updateItem()、トランザクション
オペレーションやバッチオペレーションを使用するときには、Expressionオブジェクトを使用して 
DynamoDB がオペレーションを続行するために満たす必要のある条件を指定します。これらの式は条件
式と呼ばれます。例については、addDeleteItem()このガイドに示されているトランザクション例のメ
ソッド (p. 122)（コメント行1以降）で使用されている条件式を参照してください。

query()メソッドを操作する場合、条件はとして表されま
すQueryConditional。QueryConditionalこのクラスには、DynamoDB から読み込む項目を決定する
条件を記述するのに役立つ静的な便利なメソッドがいくつかあります。

の例についてはQueryConditionals、the section called “Queryメソッドの例” (p. 108)このガイドのセ
クションの最初のコード例を参照してください。
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フィルタ式
フィルター式は、スキャン操作やクエリ操作で使用され、返される項目をフィルタリングします。

データベースからすべてのデータが読み取られた後にフィルター式が適用されるため、読み取りコストは
フィルターがない場合と同じです。Amazon DynamoDB 開発者ガイドには、クエリ操作とスキャン操作の
両方でフィルター式を使用する方法の詳細が記載されています。

次の例は、スキャンリクエストに追加されたフィルター表現を示しています。この基準では、返品される
商品は、価格が8.00から80.00までの商品に限定されます。

        Map<String, AttributeValue> expressionValues = Map.of( 
                ":min_value", numberValue(8.00), 
                ":max_value", numberValue(80.00)); 

        ScanEnhancedRequest request = ScanEnhancedRequest.builder() 
                .consistentRead(true) 
                .attributesToProject("id", "title", "authors", "price") 
                .filterExpression(Expression.builder() 
                        .expression("price >= :min_value AND price <= :max_value") 
                        .expressionValues(expressionValues) 
                        .build()) 
                .build();

更新式
DynamoDBupdateItem() 拡張クライアントのメソッドは、DynamoDB の項目を更新する標準的な方法
を提供します。ただし、より多くの機能が必要な場合は、UpdateExpressionsDynamoDB 更新式の構文
をタイプセーフに表現してください。たとえば、UpdateExpressionsを使用して、最初に DynamoDB 
から項目を読み込まずに値を増やしたり、個々のメンバーをリストに追加したりできます。更新式は現
在、updateItem()メソッドのカスタムエクステンションで使用できます。

更新式を使用する例については、このガイドのカスタム拡張の例を参照してください (p. 130)。

更新式の詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイドを参照してください。

複数の項目を操作する
DynamoDB 拡張クライアント API の、querybatchおよびメソッドは、1 つ以上のページを含む応答を返
します。scanページは、1 つ以上の項目で構成されます。コードはレスポンスをページごとに処理するこ
とも、個々の項目を処理することもできます。

DynamoDbEnhancedClientPageIterable同期クライアントから返されるページ分割された応答はオブ
ジェクトを返し、DynamoDbEnhancedAsyncClientPagePublisher非同期クライアントによって返され
る応答はオブジェクトを返します。

このセクションでは、ページ分割された結果の処理について説明し、スキャン API とクエリ API を使用す
る例を示します。

トピック
• テーブルのスキャン (p. 104)
• テーブルに対してクエリを実行する (p. 108)

テーブルのスキャン
SDK scanのメソッドは、同じ名前の DynamoDB オペレーションに対応しています。DynamoDB 
Enhanced Client API にも同じオプションがありますが、使い慣れたオブジェクトモデルを使用してページ
ネーションを自動的に処理します。
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まず、PageIterablescanDynamoDbTable同期マッピングクラスのメソッドを見てインターフェイスを
調べます。

同期 API を使用する

次の例は、scan式を使用して返される項目をフィルタリングする方法を示していま
す。ProductCatalog (p. 97)は前に示したモデルオブジェクトです。

コメント行 1 の後に表示されるフィルター式では、ProductCatalog返される商品が価格が 8.00 から 
80.00 の間の商品に限定されます。

また、この例では、コメント行 2isbnattributesToProject の後に表示されるメソッドを使用して値
を除外しています。

コメント行3ではpagedResult、PageIterablescanメソッドによってオブジェクトが返されま
す。streamのメソッドは、PageIterablejava.util.Streamページの処理に使用できるオブジェクト
を返します。この例では、ページ数がカウントされ、ログに記録されます。

この例ではコメント行 4 から、ProductCatalog項目へのアクセス方法の 2 つのバリエーションを示し
ています。コメント行 2a の後のバージョンは、各ページをストリーミングし、各ページの項目をソート
して記録します。コメント行 2b の後のバージョンは、ページの繰り返し処理をスキップしてアイテムに
直接アクセスします。

PageIterableこのインタフェースには、java.lang.Iterableとの 2 つの親イン
タフェースがあるため、結果を処理する方法が複数用意されていますSdkIterable。
IterableforEach、、iteratorspliteratorメソッドを呼び出し、SdkIterablestreamメソッドを
呼び出します。

    public static void scanSync(DynamoDbTable<ProductCatalog> productCatalog) { 

        Map<String, AttributeValue> expressionValues = Map.of( 
                ":min_value", numberValue(8.00), 
                ":max_value", numberValue(80.00)); 

        ScanEnhancedRequest request = ScanEnhancedRequest.builder() 
                .consistentRead(true) 
                // 1. the 'attributesToProject()' method allows you to specify which values 
 you want returned. 
                .attributesToProject("id", "title", "authors", "price") 
                // 2. Filter expression limits the items returned that match the provided 
 criteria. 
                .filterExpression(Expression.builder() 
                        .expression("price >= :min_value AND price <= :max_value") 
                        .expressionValues(expressionValues) 
                        .build()) 
                .build(); 

        // 3. A PageIterable object is returned by the scan method. 
        PageIterable<ProductCatalog> pagedResults = productCatalog.scan(request); 
        logger.info("page count: {}", pagedResults.stream().count()); 

        // 4. Log the returned ProductCatalog items using two variations. 
        // 4a. This version sorts and logs the items of each page. 
        pagedResults.stream().forEach(p -> p.items().stream() 
                .sorted(Comparator.comparing(ProductCatalog::price)) 
                .forEach( 
                        item -> logger.info(item.toString()) 
                )); 
        // 4b. This version sorts and logs all items for all pages. 
        pagedResults.items().stream() 
                .sorted(Comparator.comparing(ProductCatalog::price)) 
                .forEach( 
                        item -> logger.info(item.toString()) 
                ); 
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    }

非同期 API を使用する

scanPagePublisher非同期メソッドは結果をオブジェクトとして返します。PagePublisherこ
のインターフェースには、subscribe応答ページの処理に使用できる2つの方法がありま
す。1subscribeorg.reactivestreams.Publisher つのメソッドは親インターフェイスから取得さ
れます。この最初のオプションを使用してページを処理するには、Subscribersubscribeインスタンス
をメソッドに渡します。次の最初の例は、subscribeメソッドの使用方法を示しています。

2subscribe SdkPublisherつ目の方法はインターフェースから取得します。このバージョンので
はsubscribe、Consumerの代わりに a を指定できますSubscriber。subscribeこの方法のバリエー
ションは、次の 2 番目の例に示されています。

次の例は、前の例に示されているように、scan同じフィルター式を使用するメソッドの非同期バージョン
を示しています。

3 行目のコメントの後、DynamoDbAsyncTable.scanPagePublisherオブジェクトを返します。
次の行で、org.reactivestreams.Subscriberコードはインターフェースのインスタンスを作成
しProductCatalogSubscriber、このインスタンスはPagePublisher aftercomment 行 4 を購読しま
す。

Subscriberオブジェクトは、ProductCatalogSubscriberクラス例のコメント行 
8ProductCatalogonNext の後のメソッドの各ページから項目を収集します。Listアイテムはプライ
ベート変数に格納され、ProductCatalogSubscriber.getSubscribedItems()メソッドを使用して
呼び出しコードでアクセスされます。これはコメント行5の後に呼び出されます。

リストが取得されると、ProductCatalogコードはすべての商品を価格でソートし、各項目を記録しま
す。

CountDownLatchProductCatalogSubscriberクラス内のは、すべての項目がリストに追加されるまで
呼び出しスレッドをブロックし、5 行目のコメントの後で続行します。

    public static void scanAsync(DynamoDbAsyncTable productCatalog) { 
        ScanEnhancedRequest request = ScanEnhancedRequest.builder() 
                .consistentRead(true) 
                .attributesToProject("id", "title", "authors", "price") 
                .filterExpression(Expression.builder() 
                        // 1. :min_value and :max_value are placeholders for the values 
 provided by the map 
                        .expression("price >= :min_value AND price <= :max_value") 
                        // 2. Two values are needed for the expression and each is supplied 
 as a map entry. 
                        .expressionValues( 
                                Map.of( ":min_value", numberValue(8.00), 
                                        ":max_value", numberValue(400_000.00))) 
                        .build()) 
                .build(); 

        // 3. A PagePublisher object is returned by the scan method. 
        PagePublisher<ProductCatalog> pagePublisher = productCatalog.scan(request); 
        ProductCatalogSubscriber subscriber = new ProductCatalogSubscriber(); 
        // 4. Subscribe the ProductCatalogSubscriber to the PagePublisher. 
        pagePublisher.subscribe(subscriber); 
        // 5. Retrieve all collected ProductCatalog items accumulated by the subscriber. 
        subscriber.getSubscribedItems().stream() 
                .sorted(Comparator.comparing(ProductCatalog::price)) 
                .forEach(item -> 
                        logger.info(item.toString())); 
        // 6. Use a Consumer to work through each page. 
        pagePublisher.subscribe(page -> page 
                        .items().stream() 
                        .sorted(Comparator.comparing(ProductCatalog::price)) 
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                        .forEach(item -> 
                                logger.info(item.toString()))) 
                .join(); // If needed, blocks the subscribe() method thread until it is 
 finished processing. 
        // 7. Use a Consumer to work through each ProductCatalog item. 
        pagePublisher.items() 
                .subscribe(product -> logger.info(product.toString())) 
                .exceptionally(failure -> { 
                    logger.error("ERROR  - ", failure); 
                    return null; 
                }) 
                .join(); // If needed, blocks the subscribe() method thread until it is 
 finished processing. 
    }

    private static class ProductCatalogSubscriber implements 
 Subscriber<Page<ProductCatalog>> { 
        private CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1); 
        private Subscription subscription; 
        private List<ProductCatalog> itemsFromAllPages = new ArrayList<>(); 

        @Override 
        public void onSubscribe(Subscription sub) { 
            subscription = sub; 
            subscription.request(1L); 
            try { 
                latch.await(); // Called by main thread blocking it until latch is 
 released. 
            } catch (InterruptedException e) { 
                throw new RuntimeException(e); 
            } 
        } 

        @Override 
        public void onNext(Page<ProductCatalog> productCatalogPage) { 
            // 8. Collect all the ProductCatalog instances in the page, then ask the 
 publisher for one more page. 
            itemsFromAllPages.addAll(productCatalogPage.items()); 
            subscription.request(1L); 
        } 

        @Override 
        public void onError(Throwable throwable) { 
        } 

        @Override 
        public void onComplete() { 
            latch.countDown(); // Call by subscription thread; latch releases. 
        } 

        List<ProductCatalog> getSubscribedItems() { 
            return this.itemsFromAllPages; 
        } 
    }

次のスニペットの例では、PagePublisher.subscribeConsumerコメントの後の6行目を受け入れる
バージョンのメソッドを使用しています。Java Lambda パラメータはページを消費し、ページが各項目を
さらに処理します。この例では、各ページが処理され、各ページの項目がソートされてからログに記録さ
れます。

        // 6. Use a Consumer to work through each page. 
        pagePublisher.subscribe(page -> page 
                        .items().stream() 
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                        .sorted(Comparator.comparing(ProductCatalog::price)) 
                        .forEach(item -> 
                                logger.info(item.toString()))) 
                .join(); // If needed, blocks the subscribe() method thread until it is 
 finished processing.

itemsPagePublisherのメソッドはモデルインスタンスをアンラップして、コードが項目を直接処理で
きるようにします。次のスニペットは、このアプローチを示しています。

        // 7. Use a Consumer to work through each ProductCatalog item. 
        pagePublisher.items() 
                .subscribe(product -> logger.info(product.toString())) 
                .exceptionally(failure -> { 
                    logger.error("ERROR  - ", failure); 
                    return null; 
                }) 
                .join(); // If needed, blocks the subscribe() method thread until it is 
 finished processing.

テーブルに対してクエリを実行する
query()DynamoDbTableクラスのメソッドは、プライマリキーの値に基づいて項目を探しま
す。@DynamoDbPartitionKey@DynamoDbSortKeyアノテーションとオプションアノテーションは、
データクラスの主キーを定義するために使用されます。

query()このメソッドには、指定された値と一致するアイテムを検索するパーティションキー値が必要で
す。テーブルでソートキーも定義されている場合は、追加の比較条件としてその値をクエリに追加して、
結果を微調整できます。

結果の処理を除いて、query()の同期バージョンと非同期バージョンは同じように機能します。API と同
様に、scanquery APIPageIterable は同期呼び出しの場合は a を返し、PagePublisher非同期呼び
出しの場合は a を返します。PageIterableとの使用方法については、PagePublisher以前にスキャン
セクションで説明しました。

Queryメソッドの例

query()次のメソッドコード例では、MovieActorクラスを使用しています。データクラス
は、movieactorパーティションキーの属性とソートキーの属性で構成される複合プライマリキーを定義
します。

このクラスは、acting_award_yearという名前のグローバルセカンダリインデックスを使用しているこ
とも通知します。インデックスの複合プライマリキーは、actingawardパーティションキーの属性とソー
トキーの属性で構成されます。actingyearこのトピックの後半で、インデックスの作成方法と使用方法
を示すときに、acting_award_yearインデックスを参照します。

MovieActor クラス

package org.example.tests.model;

import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbAttribute;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbBean;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbPartitionKey;
import 
 software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSecondaryPartitionKey;
import 
 software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSecondarySortKey;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSortKey;

import java.util.Objects;

@DynamoDbBean
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public class MovieActor implements Comparable<MovieActor> { 

    private String movieName; 
    private String actorName; 
    private String actingAward; 
    private Integer actingYear; 
    private String actingSchoolName; 

    @DynamoDbPartitionKey 
    @DynamoDbAttribute("movie") 
    public String getMovieName() { 
        return movieName; 
    } 

    public void setMovieName(String movieName) { 
        this.movieName = movieName; 
    } 

    @DynamoDbSortKey 
    @DynamoDbAttribute("actor") 
    public String getActorName() { 
        return actorName; 
    } 

    public void setActorName(String actorName) { 
        this.actorName = actorName; 
    } 

    @DynamoDbSecondaryPartitionKey(indexNames = "acting_award_year") 
    @DynamoDbAttribute("actingaward") 
    public String getActingAward() { 
        return actingAward; 
    } 

    public void setActingAward(String actingAward) { 
        this.actingAward = actingAward; 
    } 

    @DynamoDbSecondarySortKey(indexNames = {"acting_award_year", "movie_year"}) 
    @DynamoDbAttribute("actingyear") 
    public Integer getActingYear() { 
        return actingYear; 
    } 

    public void setActingYear(Integer actingYear) { 
        this.actingYear = actingYear; 
    } 

    @DynamoDbAttribute("actingschoolname") 
    public String getActingSchoolName() { 
        return actingSchoolName; 
    } 

    public void setActingSchoolName(String actingSchoolName) { 
        this.actingSchoolName = actingSchoolName; 
    } 

    @Override 
    public String toString() { 
        final StringBuffer sb = new StringBuffer("MovieActor{"); 
        sb.append("movieName='").append(movieName).append('\''); 
        sb.append(", actorName='").append(actorName).append('\''); 
        sb.append(", actingAward='").append(actingAward).append('\''); 
        sb.append(", actingYear=").append(actingYear); 
        sb.append(", actingSchoolName='").append(actingSchoolName).append('\''); 
        sb.append('}'); 
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        return sb.toString(); 
    } 

    @Override 
    public boolean equals(Object o) { 
        if (this == o) return true; 
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false; 
        MovieActor that = (MovieActor) o; 
        return Objects.equals(movieName, that.movieName) && Objects.equals(actorName, 
 that.actorName) && Objects.equals(actingAward, that.actingAward) && 
 Objects.equals(actingYear, that.actingYear) && Objects.equals(actingSchoolName, 
 that.actingSchoolName); 
    } 

    @Override 
    public int hashCode() { 
        return Objects.hash(movieName, actorName, actingAward, actingYear, 
 actingSchoolName); 
    } 

    @Override 
    public int compareTo(MovieActor o) { 
        if (this.movieName.compareTo(o.movieName) != 0){ 
            return this.movieName.compareTo(o.movieName); 
        } else { 
            return this.actorName.compareTo(o.actorName); 
        } 
    }
}

次のコード例では、次の項目に対するクエリを行います。

MovieActorテーブル内のアイテム

MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor0', actingAward='actingaward0', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='null'}
MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor1', actingAward='actingaward1', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool1'}
MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor2', actingAward='actingaward2', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool2'}
MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor3', actingAward='actingaward3', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='null'}
MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor4', actingAward='actingaward4', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool4'}
MovieActor{movieName='movie02', actorName='actor0', actingAward='actingaward0', 
 actingYear=2002, actingSchoolName='null'}
MovieActor{movieName='movie02', actorName='actor1', actingAward='actingaward1', 
 actingYear=2002, actingSchoolName='actingschool1'}
MovieActor{movieName='movie02', actorName='actor2', actingAward='actingaward2', 
 actingYear=2002, actingSchoolName='actingschool2'}
MovieActor{movieName='movie02', actorName='actor3', actingAward='actingaward3', 
 actingYear=2002, actingSchoolName='null'}
MovieActor{movieName='movie02', actorName='actor4', actingAward='actingaward4', 
 actingYear=2002, actingSchoolName='actingschool4'}
MovieActor{movieName='movie03', actorName='actor0', actingAward='actingaward0', 
 actingYear=2003, actingSchoolName='null'}
MovieActor{movieName='movie03', actorName='actor1', actingAward='actingaward1', 
 actingYear=2003, actingSchoolName='actingschool1'}
MovieActor{movieName='movie03', actorName='actor2', actingAward='actingaward2', 
 actingYear=2003, actingSchoolName='actingschool2'}
MovieActor{movieName='movie03', actorName='actor3', actingAward='actingaward3', 
 actingYear=2003, actingSchoolName='null'}
MovieActor{movieName='movie03', actorName='actor4', actingAward='actingaward4', 
 actingYear=2003, actingSchoolName='actingschool4'}
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次のコードは 2 QueryConditionalつのインスタンスを定義しています。 QueryConditionalsキー値 
(パーティションキーのみ、またはソートキーとの組み合わせ) を操作し、DynamoDB サービス API のキー
条件式に対応します。この例では、1 行目のコメントの後に、keyEqualmovie01パーティション値がの
項目に対応するインスタンスを定義しています。

この例では、コメント行 2 actingschoolnameの後にオンになっていない項目をフィルターで除外する
フィルター式も定義しています。

3 行目のコメントの後、QueryEnhancedRequestDynamoDbTable.query()この例ではコードがメソッド
に渡すインスタンスを示しています。このオブジェクトは、SDK が DynamoDB サービスへのリクエスト
を生成するために使用するキー条件とフィルターを組み合わせたものです。

    public static void query(DynamoDbTable movieActorTable) { 

        // 1. Define a QueryConditional instance to return items matching a partition 
 value. 
        QueryConditional keyEqual = QueryConditional.keyEqualTo(b -> 
 b.partitionValue("movie01")); 
        // 1a. Define a QueryConditional that adds a sort key criteria to the partition 
 value criteria. 
        QueryConditional sortGreaterThanOrEqualTo = 
 QueryConditional.sortGreaterThanOrEqualTo(b -> 
 b.partitionValue("movie01").sortValue("actor2")); 
        // 2. Define a filter expression that filters out items whose attribute value is 
 null. 
        final Expression filterOutNoActingschoolname = 
 Expression.builder().expression("attribute_exists(actingschoolname)").build(); 

        // 3. Build the query request. 
        QueryEnhancedRequest tableQuery = QueryEnhancedRequest.builder() 
                .queryConditional(keyEqual) 
                .filterExpression(filterOutNoActingschoolname) 
                .build(); 
        // 4. Perform the query. 
        PageIterable<MovieActor> pagedResults = movieActorTable.query(tableQuery); 
        logger.info("page count: {}", pagedResults.stream().count()); // Log  number of 
 pages. 

        pagedResults.items().stream() 
                .sorted() 
                .forEach( 
                        item -> logger.info(item.toString()) // Log the sorted list of 
 items. 
                );

次の例は、メソッドの実行からの出力です。出力には movie01movieName の値の項目が表示さ
れ、actingSchoolName等しい項目は表示されませんnull。

2023-03-05 13:11:05 [main] INFO  org.example.tests.QueryDemo:46 - page count: 1
2023-03-05 13:11:05 [main] INFO  org.example.tests.QueryDemo:51 - 
 MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor1', actingAward='actingaward1', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool1'}
2023-03-05 13:11:05 [main] INFO  org.example.tests.QueryDemo:51 - 
 MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor2', actingAward='actingaward2', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool2'}
2023-03-05 13:11:05 [main] INFO  org.example.tests.QueryDemo:51 - 
 MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor4', actingAward='actingaward4', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool4'}

前述のコメント行 3 の後に示した次のクエリリクエストのバリエーションで
は、sortGreaterThanOrEqualToQueryConditionalコードによってがコメント行 1a の後に定義さ
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れたものに置き換えられます。keyEqualQueryConditional次のコードでは、フィルター式も削除され
ています。

        QueryEnhancedRequest tableQuery = QueryEnhancedRequest.builder() 
                .queryConditional(sortGreaterThanOrEqualTo)

このテーブルには複合プライマリキーがあるため、QueryConditionalすべてのインスタンスにパーティ
ションキー値が必要です。 QueryConditionalで始まるメソッドは、sort...ソートキーが必要である
ことを示します。結果はソートされません。

次の出力は、クエリの結果を示しています。クエリは、movie01movieName と等しい値を持
つ項目と、actor2actorName 以上の値を持つ項目のみを返します。フィルターが削除されたた
め、actingSchoolNameクエリは属性の値を持たないアイテムを返します。

2023-03-05 13:15:00 [main] INFO  org.example.tests.QueryDemo:46 - page count: 1
2023-03-05 13:15:00 [main] INFO  org.example.tests.QueryDemo:51 - 
 MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor2', actingAward='actingaward2', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool2'}
2023-03-05 13:15:00 [main] INFO  org.example.tests.QueryDemo:51 - 
 MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor3', actingAward='actingaward3', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='null'}
2023-03-05 13:15:00 [main] INFO  org.example.tests.QueryDemo:51 - 
 MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor4', actingAward='actingaward4', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool4'}

複数のオペレーション
DynamoDB Enhanced Client API は、バッチとトランザクションを含むリクエストごとに複数のオプショ
ンをサポートします。両者の違いは、1 つ以上の個別の操作が失敗するとトランザクションが失敗するの
に対し、バッチリクエストでは個々の操作が失敗し、他の操作は処理されないということです。

目次
• バッチオペレーション (p. 112)

• batchGetItem() の例 (p. 112)
• batchWriteItem() の例 (p. 114)

• トランザクションオペレーション (p. 116)
• transactGetItems() の例 (p. 117)
• transactWriteItems() の例 (p. 118)

• 基本的な例 (p. 118)
• コンディションチェックの例 (p. 120)
• 単一動作条件の例 (p. 122)

バッチオペレーション
DynamoDB 拡張クライアント API には、batchGetItem() と batchWriteItem() の 2 つのバッチメソッ
ドがあります。

batchGetItem() の例

DynamoDbTable.batchGetItem()この方法では、1 回のリクエストで複数のテーブルから最大 100 個
の個別の項目を取得できます。次の例では、CustomerMovieActor (p. 108) (p. 88)前に示したおよ
びデータクラスを使用しています。

1 行目と 2 行目の後の例では、ReadBatchオブジェクトを作成して、後で 3batchGetItem() 行目のコ
メントの後にメソッドにパラメーターとして追加します。コメント行 1 の後のコードは、Customerテー
ブルから読み取るバッチを作成します。コメント行 1a の後のコードは、GetItemEnhancedRequestプ
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ライマリキー値を取得して読み込む項目を指定するビルダーの使用方法を示しています。キー値を指定し
てアイテムをリクエストするのとは対照的に、コメント行 1b の後に表示されるように、データクラスを
使用してアイテムをリクエストできます。SDK は、リクエストを送信する前に、バックグラウンドでキー
値を抽出します。

2a の後の 2 つのステートメントに示すように、キーベースのアプローチを使用して項目を指
定する場合、DynamoDB が強い一貫性のある読み取りを実行するように指定することもできま
す。consistentRead()このメソッドを使用する場合は、同じテーブルでリクエストされたすべての項目
に使用する必要があります。

DynamoDB が見つけた項目を取得するには、コメント行 4resultsForTable()  の後に表示さ
れるメソッドを使用します。リクエストで読み込まれた各テーブルのメソッドを呼び出します。
resultsForTable()java.util.List任意の方法で処理できる見つかった項目のリストを返します。こ
の例では、各項目を記録します。

DynamoDB が処理しなかった項目を見つけるには、5 行目のコメントの後にある方法を使用してくださ
い。BatchGetResultPageクラスには、unproccessKeysForTable()未処理の各キーにアクセスでき
るメソッドがあります。BatchGetItemAPI リファレンスには、アイテムが未処理になる状況に関する詳細
が記載されています。

    public static void batchGetItemExample(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient, 
                                           DynamoDbTable<Customer> customerTable, 
                                           DynamoDbTable<MovieActor> movieActorTable) { 

        Customer customer2 = new Customer(); 
        customer2.setId("2"); 
        customer2.setEmail("cust2@example.org"); 

        // 1. Build a batch to read from the Customer table. 
        ReadBatch customerBatch = ReadBatch.builder(Customer.class) 
                .mappedTableResource(customerTable) 
                // 1a. Specify the primary key values for the item. 
                .addGetItem(b -> b.key(k -> 
 k.partitionValue("1").sortValue("cust1@orgname.org"))) 
                // 1b. Alternatively, supply a data class instances to provide the primary 
 key values. 
                .addGetItem(customer2) 
                .build(); 

        // 2. Build a batch to read from the MovieActor table. 
        ReadBatch moveActorBatch = ReadBatch.builder(MovieActor.class) 
                .mappedTableResource(movieActorTable) 
                // 2a. Call consistentRead(Boolean.TRUE) for each item for the same table. 
                .addGetItem(b -> b.key(k -> 
 k.partitionValue("movie01").sortValue("actor1")).consistentRead(Boolean.TRUE)) 
                .addGetItem(b -> b.key(k -> 
 k.partitionValue("movie01").sortValue("actor4")).consistentRead(Boolean.TRUE)) 
                .build(); 

        // 3. Add ReadBatch objects to the request. 
        BatchGetResultPageIterable resultPages = enhancedClient.batchGetItem(b -> 
 b.readBatches(customerBatch, moveActorBatch)); 

        // 4. Retrieve the successfully requested items from each table. 
        resultPages.resultsForTable(customerTable).forEach(item -> 
 logger.info(item.toString())); 
        resultPages.resultsForTable(movieActorTable).forEach(item -> 
 logger.info(item.toString())); 

        // 5. Retrieve the keys of the items requested but not processed by the service. 
        resultPages.forEach((BatchGetResultPage pageResult) -> { 
            pageResult.unprocessedKeysForTable(customerTable).forEach(key -> 
 logger.info("Unprocessed item key: " + key.toString())); 
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            pageResult.unprocessedKeysForTable(customerTable).forEach(key -> 
 logger.info("Unprocessed item key: " + key.toString())); 
        }); 
    }

サンプルコードを実行する前に、次の項目が 2 つのテーブルにあると仮定します。

テーブル内のアイテム

Customer [id=1, name=CustName1, email=cust1@example.org, regDate=2023-03-31T15:46:27.688Z]
Customer [id=2, name=CustName2, email=cust2@example.org, regDate=2023-03-31T15:46:28.688Z]
Customer [id=3, name=CustName3, email=cust3@example.org, regDate=2023-03-31T15:46:29.688Z]
Customer [id=4, name=CustName4, email=cust4@example.org, regDate=2023-03-31T15:46:30.688Z]
Customer [id=5, name=CustName5, email=cust5@example.org, regDate=2023-03-31T15:46:31.689Z]
MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor0', actingAward='actingaward0', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='null'}
MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor1', actingAward='actingaward1', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool1'}
MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor2', actingAward='actingaward2', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool2'}
MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor3', actingAward='actingaward3', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='null'}
MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor4', actingAward='actingaward4', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool4'}

次の出力は、コメント行 4 の後に返され、ログに記録された項目を示しています。

Customer [id=1, name=CustName1, email=cust1@example.org, regDate=2023-03-31T15:46:27.688Z]
Customer [id=2, name=CustName2, email=cust2@example.org, regDate=2023-03-31T15:46:28.688Z]
MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor4', actingAward='actingaward4', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool4'}
MovieActor{movieName='movie01', actorName='actor1', actingAward='actingaward1', 
 actingYear=2001, actingSchoolName='actingschool1'}

batchWriteItem() の例

batchWriteItem()このメソッドは、1 つまたは複数のテーブルから複数の項目を入力する、または 1 つ
以上のテーブルから複数の項目を削除します。リクエストには、最大 25 個の個別の put 操作または delete 
操作を指定できます。次の例では、ProductCatalogMovieActor (p. 108) (p. 97)前に示したおよび
モデルクラスを使用しています。

WriteBatchオブジェクトはコメント行1と2の後に作成されます。ProductCatalogテーブルの場合、
コードは 1 つの項目を配置し、1 つの項目を削除します。コメント行 2MovieActor の後のテーブルで
は、コードは 2 つの項目を入力し、1 つを削除します。

batchWriteItemこのメソッドはコメント行 3 の後に呼び出されます。builderパラメータは、各テー
ブルのバッチリクエストを提供します。

BatchWriteResult返されるオブジェクトには、未処理のリクエストを表示するためのオペレーションご
とに個別のメソッドが用意されています。コメント行 4a の後のコードは未処理の削除リクエストのキー
を提供し、コメント行 4b の後のコードは未処理の PUT 項目を提供します。

    public static void batchWriteItemExample(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient, 
                                             DynamoDbTable<ProductCatalog> catalogTable, 
                                             DynamoDbTable<MovieActor> movieActorTable) { 

        // 1. Build a batch to write to the ProductCatalog table. 
        WriteBatch products = WriteBatch.builder(ProductCatalog.class) 
                .mappedTableResource(catalogTable) 
                .addPutItem(b -> b.item(getProductCatItem1())) 
                .addDeleteItem(b -> b.key(k -> k 
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                        .partitionValue(getProductCatItem2().id()) 
                        .sortValue(getProductCatItem2().title()))) 
                .build(); 

        // 2. Build a batch to write to the MovieActor table. 
        WriteBatch movies = WriteBatch.builder(MovieActor.class) 
                .mappedTableResource(movieActorTable) 
                .addPutItem(getMovieActorYeoh()) 
                .addPutItem(getMovieActorBlanchettPartial()) 
                .addDeleteItem(b -> b.key(k -> k 
                        .partitionValue(getMovieActorStreep().getMovieName()) 
                        .sortValue(getMovieActorStreep().getActorName()))) 
                .build(); 

        // 3. Add WriteBatch objects to the request. 
        BatchWriteResult batchWriteResult = enhancedClient.batchWriteItem(b -> 
 b.writeBatches(products, movies)); 
        // 4. Retrieve keys for items the service did not process. 
        // 4a. 'unprocessedDeleteItemsForTable()' returns keys for delete requests that did 
 not process. 
        if (batchWriteResult.unprocessedDeleteItemsForTable(movieActorTable).size() > 0) { 
            batchWriteResult.unprocessedDeleteItemsForTable(movieActorTable).forEach(key -> 
                    logger.info(key.toString())); 
        } 
        // 4b. 'unprocessedPutItemsForTable()' returns keys for put requests that did not 
 process. 
        if (batchWriteResult.unprocessedPutItemsForTable(catalogTable).size() > 0) { 
            batchWriteResult.unprocessedPutItemsForTable(catalogTable).forEach(key -> 
                    logger.info(key.toString())); 
        } 
    }

以下のヘルパーメソッドは、入力操作と削除操作用のモデルオブジェクトを提供します。

ヘルパーメソッド

    public static ProductCatalog getProductCatItem1() { 
        return ProductCatalog.builder() 
                .id(2) 
                .isbn("1-565-85698") 
                .authors(new HashSet<>(Arrays.asList("a", "b"))) 
                .price(BigDecimal.valueOf(30.22)) 
                .title("Title 55") 
                .build(); 
    } 

    public static ProductCatalog getProductCatItem2() { 
        return ProductCatalog.builder() 
                .id(4) 
                .price(BigDecimal.valueOf(40.00)) 
                .title("Title 1") 
                .build(); 
    }   

    public static MovieActor getMovieActorBlanchettPartial() { 
        MovieActor movieActor = new MovieActor(); 
        movieActor.setActorName("Cate Blanchett"); 
        movieActor.setMovieName("Blue Jasmine"); 
        movieActor.setActingYear(2023); 
        movieActor.setActingAward("Best Actress"); 
        return movieActor; 
    } 

    public static MovieActor getMovieActorStreep() { 
        MovieActor movieActor = new MovieActor(); 
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        movieActor.setActorName("Meryl Streep"); 
        movieActor.setMovieName("Sophie's Choice"); 
        movieActor.setActingYear(1982); 
        movieActor.setActingAward("Best Actress"); 
        movieActor.setActingSchoolName("Yale School of Drama"); 
        return movieActor; 
    } 

    public static MovieActor getMovieActorYeoh(){ 
        MovieActor movieActor = new MovieActor(); 
        movieActor.setActorName("Michelle Yeoh"); 
        movieActor.setMovieName("Everything Everywhere All at Once"); 
        movieActor.setActingYear(2023); 
        movieActor.setActingAward("Best Actress"); 
        movieActor.setActingSchoolName("Royal Academy of Dance"); 
        return movieActor; 
    }

サンプルコードを実行する前に、テーブルに次の項目が含まれていると仮定します。

MovieActor{movieName='Blue Jasmine', actorName='Cate Blanchett', actingAward='Best 
 Actress', actingYear=2013, actingSchoolName='National Institute of Dramatic Art'}
MovieActor{movieName='Sophie's Choice', actorName='Meryl Streep', actingAward='Best 
 Actress', actingYear=1982, actingSchoolName='Yale School of Drama'}
ProductCatalog{id=4, title='Title 1', isbn='orig_isbn', authors=[b, g], price=10}

サンプルコードが終了すると、テーブルには次の項目が含まれます。

MovieActor{movieName='Blue Jasmine', actorName='Cate Blanchett', actingAward='Best 
 Actress', actingYear=2013, actingSchoolName='null'}
MovieActor{movieName='Everything Everywhere All at Once', actorName='Michelle Yeoh', 
 actingAward='Best Actress', actingYear=2023, actingSchoolName='Royal Academy of Dance'}
ProductCatalog{id=2, title='Title 55', isbn='1-565-85698', authors=[a, b], price=30.22}

MovieActor表を見ると、Blue Jasmineムービーアイテム
が、getMovieActorBlanchettPartial()ヘルパーメソッドで取得された put リクエストで使用された
アイテムに置き換えられていることがわかります。データ Bean の属性値が指定されなかった場合、デー
タベース内の値は削除されます。これが、actingSchoolNameBlue Jasmineムービーアイテムの結果
が NULL になる理由です。

Note

API のドキュメントでは、条件式を使用できること、消費されたキャパシティとコレクションの
メトリックを個々の PUT リクエストと削除リクエストで返すことができることが推奨されていま
すが、バッチ書き込みのシナリオではそうではありません。バッチ操作のパフォーマンスを向上
させるため、これらの個々のオプションは無視されます。

トランザクションオペレーション
DynamoDB 拡張クライアント API には、transactGetItems()transactWriteItems()およびメソッ
ドが用意されています。SDK for Java のトランザクションメソッドによって DynamoDB テーブルに不可
分性、一貫性、分離性、耐久性 (ACID) が実現されるため、アプリケーション内でのデータの精度を維持す
ることができます。

目次
• transactGetItems() の例 (p. 117)
• transactWriteItems() の例 (p. 118)

• 基本的な例 (p. 118)
• コンディションチェックの例 (p. 120)
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• 単一動作条件の例 (p. 122)

transactGetItems() の例

transactGetItems()このメソッドは、アイテムに対する個別リクエストを最大 100 件受け付けます。
すべてのアイテムは 1 回のアトミックトランザクションで読み込まれます。Amazon DynamoDB 開発者ガ
イドには、transactGetItems()メソッドが失敗する原因となる条件と、呼び出すときに使用される分
離レベルに関する情報が記載されていますtransactGetItem()。

次の例の 1 行目のコメントの後、transactGetItems()builderコードはパラメータを指定してメソッ
ドを呼び出します。addGetItem()ビルダーは、SDK が最終リクエストを生成するために使用するキー値
を含むデータオブジェクトで 3 回呼び出されます。

リクエストは、コメント行 2Document の後にオブジェクトのリストを返します。返されるドキュメント
のリストには、要求された順序と同じ順序でアイテムデータの NULL 以外の Document インスタンスが
含まれています。Document.getItem(MappedTableResource<T> mappedTableResource)このメ
ソッドは、アイテムデータが返された場合、Document型指定されていないオブジェクトを型指定された 
Java オブジェクトに変換し、それ以外の場合は null を返します。

    public static void transactGetItemsExample(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient, 
                                               DynamoDbTable<ProductCatalog> catalogTable, 
                                               DynamoDbTable<MovieActor> movieActorTable) { 

        // 1. Request three items from two tables using a builder. 
        final List<Document> documents = enhancedClient.transactGetItems(b -> b 
                .addGetItem(catalogTable, Key.builder().partitionValue(2).sortValue("Title 
 55").build()) 
                .addGetItem(movieActorTable, Key.builder().partitionValue("Sophie's 
 Choice").sortValue("Meryl Streep").build()) 
                .addGetItem(movieActorTable, Key.builder().partitionValue("Blue 
 Jasmine").sortValue("Cate Blanchett").build()) 
                .build()); 

        // 2. A list of Document objects is returned in the same order as requested. 
        ProductCatalog title55 = documents.get(0).getItem(catalogTable); 
        if (title55 != null) { 
            logger.info(title55.toString()); 
        } 

        MovieActor sophiesChoice = documents.get(1).getItem(movieActorTable); 
        if (sophiesChoice != null) { 
            logger.info(sophiesChoice.toString()); 
        } 

        // 3. The getItem() method returns null if the Document object contains no item 
 from DynamoDB. 
        MovieActor blueJasmine = documents.get(2).getItem(movieActorTable); 
        if (blueJasmine != null) { 
            logger.info(blueJasmine.toString()); 
        } 
    }

コード例を実行する前は、DynamoDB テーブルには次の項目が含まれています。

ProductCatalog{id=2, title='Title 55', isbn='orig_isbn', authors=[b, g], price=10}
MovieActor{movieName='Sophie's Choice', actorName='Meryl Streep', actingAward='Best 
 Actress', actingYear=1982, actingSchoolName='Yale School of Drama'}

次の出力が記録されます。指定された映画のリクエストの場合と同様に、アイテムがリクエストされたに
もかかわらずアイテムは返されませんBlue Jasmine。
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ProductCatalog{id=2, title='Title 55', isbn='orig_isbn', authors=[b, g], price=10}
MovieActor{movieName='Sophie's Choice', actorName='Meryl Streep', actingAward='Best 
 Actress', actingYear=1982, actingSchoolName='Yale School of Drama'}

transactWriteItems() の例

は、複数のテーブルにわたる単一のアトミックトランザクションで最大 100 件の PUT、更
新、transactWriteItems()または削除アクションを受け付けます。Amazon DynamoDB 開発者ガイド
には、基盤となる DynamoDB サービスオペレーションの制限と障害状態に関する詳細が記載されていま
す。

基本的な例

次の例では、2 つのテーブルに対して 4 つの操作が要求されま
す。ProductCatalogMovieActor (p. 108) (p. 97)対応するモデルクラスとは以前に表示されまし
た。

入力、更新、削除の 3 つの操作では、それぞれ専用のリクエストパラメータを使用して詳細を指定しま
す。

コメント行 1 の後のコードは、addPutItem()メソッドの単純なバリエーションを示しています。このメ
ソッドは、MappedTableResource格納するオブジェクトとデータオブジェクトインスタンスを受け入れ
ます。コメント行 2 の後のステートメントは、TransactPutItemEnhancedRequestインスタンスを受
け付けるバリエーションを示しています。このバリエーションでは、条件式などのオプションをリクエス
トに追加できます。次の例は (p. 122)、個々の操作の条件式を示しています。

コメント行3の後に更新操作が要求されます。 TransactUpdateItemEnhancedRequestに
は、SDKignoreNulls()null がモデルオブジェクトの値に対して行う処理を設定できるメソッドがあ
ります。ignoreNulls()メソッドが true を返す場合、SDK は、そのデータオブジェクト属性のテーブル
の属性値を削除しませんnull。ignoreNulls()メソッドが false を返す場合、SDK は DynamoDB サー
ビスにテーブル内の項目から属性を削除するように要求します。のデフォルト値は falseignoreNulls で
す。

コメント行 4 の後のステートメントは、データオブジェクトを取得する削除リクエストのバリエーション
を示しています。拡張クライアントは、最終リクエストを送信する前にキー値を抽出します。

    public static void transactWriteItems(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient, 
                                          DynamoDbTable<ProductCatalog> catalogTable, 
                                          DynamoDbTable<MovieActor> movieActorTable) { 

        enhancedClient.transactWriteItems(b -> b 
                // 1. Simplest variation of put item request. 
                .addPutItem(catalogTable, getProductCatId2()) 
                // 2. Put item request variation that accommodates condition expressions. 
                .addPutItem(movieActorTable, 
 TransactPutItemEnhancedRequest.builder(MovieActor.class) 
                        .item(getMovieActorStreep()) 
                        
 .conditionExpression(Expression.builder().expression("attribute_not_exists 
 (movie)").build()) 
                        .build()) 
                // 3. Update request that does not remove attribute values on the table if 
 the data object's value is null. 
                .addUpdateItem(catalogTable, 
 TransactUpdateItemEnhancedRequest.builder(ProductCatalog.class) 
                        .item(getProductCatId4ForUpdate()) 
                        .ignoreNulls(Boolean.TRUE) 
                        .build()) 
                // 4. Variation of delete request that accepts a data object. The key 
 values are extracted for the request. 
                .addDeleteItem(movieActorTable, getMovieActorBlanchett()) 
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        ); 
    }

以下のヘルパーメソッドは、add*Itemパラメーターのデータオブジェクトを提供します。

ヘルパーメソッド

    public static ProductCatalog getProductCatId2() { 
        return ProductCatalog.builder() 
                .id(2) 
                .isbn("1-565-85698") 
                .authors(new HashSet<>(Arrays.asList("a", "b"))) 
                .price(BigDecimal.valueOf(30.22)) 
                .title("Title 55") 
                .build(); 
    } 

    public static ProductCatalog getProductCatId4ForUpdate() { 
        return ProductCatalog.builder() 
                .id(4) 
                .price(BigDecimal.valueOf(40.00)) 
                .title("Title 1") 
                .build(); 
    } 

    public static MovieActor getMovieActorBlanchett() { 
        MovieActor movieActor = new MovieActor(); 
        movieActor.setActorName("Cate Blanchett"); 
        movieActor.setMovieName("Tar"); 
        movieActor.setActingYear(2022); 
        movieActor.setActingAward("Best Actress"); 
        movieActor.setActingSchoolName("National Institute of Dramatic Art"); 
        return movieActor; 
    } 

    public static MovieActor getMovieActorStreep() { 
        MovieActor movieActor = new MovieActor(); 
        movieActor.setActorName("Meryl Streep"); 
        movieActor.setMovieName("Sophie's Choice"); 
        movieActor.setActingYear(1982); 
        movieActor.setActingAward("Best Actress"); 
        movieActor.setActingSchoolName("Yale School of Drama"); 
        return movieActor; 
    }

コード例を実行する前は、DynamoDB テーブルには次の項目が含まれています。

1 | ProductCatalog{id=4, title='Title 1', isbn='orig_isbn', authors=[b, g], price=10}
2 | MovieActor{movieName='Tar', actorName='Cate Blanchett', actingAward='Best Actress', 
 actingYear=2022, actingSchoolName='National Institute of Dramatic Art'}

コードの実行が完了すると、次の項目がテーブルに表示されます。

3 | ProductCatalog{id=2, title='Title 55', isbn='1-565-85698', authors=[a, b], price=30.22}
4 | ProductCatalog{id=4, title='Title 1', isbn='orig_isbn', authors=[b, g], price=40.0}
5 | MovieActor{movieName='Sophie's Choice', actorName='Meryl Streep', actingAward='Best 
 Actress', actingYear=1982, actingSchoolName='Yale School of Drama'}

2 行目の項目は削除され、3 行目と 5 行目には入力された項目が表示されます。4 行目は 1 行目の更新を
示しています。priceこの値は、アイテム上で変更された唯一の値です。ignoreNulls()false を返した
場合、4 行目は次のようになります。
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ProductCatalog{id=4, title='Title 1', isbn='null', authors=null, price=40.0}

コンディションチェックの例

次の例は、条件チェックの使用を示しています。条件チェックは、項目が存在することを確認するか、
データベース内での項目の特定の属性の条件を確認するために使用されます。コンディションチェックで
チェックされたアイテムは、トランザクションの他のオペレーションでは使用できません。

Note

同じトランザクション内の複数のオペレーションが同じ項目をターゲットとすることはできませ
ん。たとえば、同じトランザクション内で同じ項目を更新することはできないため、条件チェッ
クも実行することはできません。

この例は、トランザクションのアイテム書き込みリクエストにおける各タイプの操作を 1 つずつ示してい
ます。2 行目のコメントの後に、addConditionCheck()このメソッドは、conditionExpressionパ
ラメータがと評価された場合にトランザクションが失敗する条件を指定しますfalse。Sophie's 
Choiceヘルパーメソッドブロックに示されているメソッドから返される条件式は、1982映画の受賞年が
と等しくないかどうかをチェックします。そうであれば、false式はと評価され、トランザクションは失
敗します。

このガイドでは、別のトピックで表現について詳しく説明します (p. 102)。

    public static void conditionCheckFailExample(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient, 
                                                 DynamoDbTable<ProductCatalog> 
 catalogTable, 
                                                 DynamoDbTable<MovieActor> movieActorTable) 
 { 

        try { 
            enhancedClient.transactWriteItems(b -> b 
                    // 1. Perform one of each type of operation with the next three 
 methods. 
                    .addPutItem(catalogTable, 
 TransactPutItemEnhancedRequest.builder(ProductCatalog.class) 
                            .item(getProductCatId2()).build()) 
                    .addUpdateItem(catalogTable, 
 TransactUpdateItemEnhancedRequest.builder(ProductCatalog.class) 
                            .item(getProductCatId4ForUpdate()) 
                            .ignoreNulls(Boolean.TRUE).build()) 
                    .addDeleteItem(movieActorTable, 
 TransactDeleteItemEnhancedRequest.builder() 
                            .key(b1 -> b1 
                                    
 .partitionValue(getMovieActorBlanchett().getMovieName()) 
                                    
 .sortValue(getMovieActorBlanchett().getActorName())).build()) 
                    // 2. Add a condition check on a table item that is not involved in 
 another operation in this request. 
                    .addConditionCheck(movieActorTable, ConditionCheck.builder() 
                            .conditionExpression(buildConditionCheckExpression()) 
                            .key(k -> k 
                                    .partitionValue("Sophie's Choice") 
                                    .sortValue("Meryl Streep")) 
                            // 3. Specify the request to return existing values from the 
 item if the condition evaluates to true. 
                            
 .returnValuesOnConditionCheckFailure(ReturnValuesOnConditionCheckFailure.ALL_OLD) 
                            .build()) 
                    .build()); 
        // 4. Catch the exception if the transaction fails and log the information. 
        } catch (TransactionCanceledException ex) { 
            ex.cancellationReasons().stream().forEach(cancellationReason -> { 
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                logger.info(cancellationReason.toString()); 
            }); 
        } 
    }

前のコード例では、以下のヘルパーメソッドが使用されています。

ヘルパーメソッド

    private static Expression buildConditionCheckExpression() { 
        Map<String, AttributeValue> expressionValue = Map.of( 
                ":year", numberValue(1982)); 

        return Expression.builder() 
                .expression("actingyear <> :year") 
                .expressionValues(expressionValue) 
                .build(); 
    } 

    public static ProductCatalog getProductCatId2() { 
        return ProductCatalog.builder() 
                .id(2) 
                .isbn("1-565-85698") 
                .authors(new HashSet<>(Arrays.asList("a", "b"))) 
                .price(BigDecimal.valueOf(30.22)) 
                .title("Title 55") 
                .build(); 
    } 

    public static ProductCatalog getProductCatId4ForUpdate() { 
        return ProductCatalog.builder() 
                .id(4) 
                .price(BigDecimal.valueOf(40.00)) 
                .title("Title 1") 
                .build(); 
    } 

    public static MovieActor getMovieActorBlanchett() { 
        MovieActor movieActor = new MovieActor(); 
        movieActor.setActorName("Cate Blanchett"); 
        movieActor.setMovieName("Blue Jasmine"); 
        movieActor.setActingYear(2013); 
        movieActor.setActingAward("Best Actress"); 
        movieActor.setActingSchoolName("National Institute of Dramatic Art"); 
        return movieActor; 
    }

コード例を実行する前は、DynamoDB テーブルには次の項目が含まれています。

1 | ProductCatalog{id=4, title='Title 1', isbn='orig_isbn', authors=[b, g], price=10}
2 | MovieActor{movieName='Sophie's Choice', actorName='Meryl Streep', actingAward='Best 
 Actress', actingYear=1982, actingSchoolName='Yale School of Drama'}
3 | MovieActor{movieName='Tar', actorName='Cate Blanchett', actingAward='Best Actress', 
 actingYear=2022, actingSchoolName='National Institute of Dramatic Art'}

コードの実行が完了すると、次の項目がテーブルに表示されます。

ProductCatalog{id=4, title='Title 1', isbn='orig_isbn', authors=[b, g], price=10}
MovieActor{movieName='Sophie's Choice', actorName='Meryl Streep', actingAward='Best 
 Actress', actingYear=1982, actingSchoolName='Yale School of Drama'}
MovieActor{movieName='Tar', actorName='Cate Blanchett', actingAward='Best Actress', 
 actingYear=2022, actingSchoolName='National Institute of Dramatic Art'}
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トランザクションが失敗したため、テーブル内の項目は変更されません。actingYearSophie's 
Choiceムービーの値は1982、transactWriteItem()メソッドが呼び出される前の表の項目の 2 行目に
示されているとおりです。

トランザクションのキャンセル情報を取得するに
は、transactWriteItems()tryTransactionCanceledExceptionメソッド呼び出しをブロックで囲
みcatch、例の 4 行目のコメントの後、CancellationReasonコードは各オブジェクトをログに記録し
ます。この例の 3 行目のコメント行に続くコードでは、トランザクションの失敗の原因となった項目の値
を返すよう指定しているため、Sophie's Choiceログにはムービー項目の未加工のデータベース値が表
示されます。

CancellationReason(Code=None)
CancellationReason(Code=None)
CancellationReason(Code=None)
CancellationReason(Item={actor=AttributeValue(S=Meryl Streep), 
 movie=AttributeValue(S=Sophie's Choice), actingaward=AttributeValue(S=Best Actress), 
 actingyear=AttributeValue(N=1982), actingschoolname=AttributeValue(S=Yale School of 
 Drama)}, ¬ 
    Code=ConditionalCheckFailed, Message=The conditional request failed.)

単一動作条件の例

次の例は、トランザクションリクエスト内の 1 回の操作で条件を使用する方法を示しています。コメント
行 1 の後の削除操作には、操作の対象項目の値をデータベースと照合する条件が含まれています。この例
では、2 行目のコメントの後にヘルパーメソッドで作成した条件式で、映画の公開年が 2013 年でない場
合は、その項目をデータベースから削除するように指定しています。

表現については (p. 102)、このガイドの後半で説明します。

    public static void singleOperationConditionFailExample(DynamoDbEnhancedClient 
 enhancedClient, 
                                                           DynamoDbTable<ProductCatalog> 
 catalogTable, 
                                                           DynamoDbTable<MovieActor> 
 movieActorTable) { 
        try { 
            enhancedClient.transactWriteItems(b -> b 
                    .addPutItem(catalogTable, 
 TransactPutItemEnhancedRequest.builder(ProductCatalog.class) 
                            .item(getProductCatId2()) 
                            .build()) 
                    .addUpdateItem(catalogTable, 
 TransactUpdateItemEnhancedRequest.builder(ProductCatalog.class) 
                            .item(getProductCatId4ForUpdate()) 
                            .ignoreNulls(Boolean.TRUE).build()) 
                    // 1. Delete operation that contains a condition expression 
                    .addDeleteItem(movieActorTable, 
 TransactDeleteItemEnhancedRequest.builder() 
                            .key((Key.Builder k) -> { 
                                MovieActor blanchett = getMovieActorBlanchett(); 
                                k.partitionValue(blanchett.getMovieName()) 
                                        .sortValue(blanchett.getActorName()); 
                            }) 
                            .conditionExpression(buildDeleteItemExpression()) 
                            
 .returnValuesOnConditionCheckFailure(ReturnValuesOnConditionCheckFailure.ALL_OLD) 
                            .build()) 
                    .build()); 
        } catch (TransactionCanceledException ex) { 
            ex.cancellationReasons().forEach(cancellationReason -> 
 logger.info(cancellationReason.toString())); 
        } 
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    } 

    // 2. Provide condition expression to check if 'actingyear' is not equal to 2013. 
    private static Expression buildDeleteItemExpression() { 
        Map<String, AttributeValue> expressionValue = Map.of( 
                ":year", numberValue(2013)); 

        return Expression.builder() 
                .expression("actingyear <> :year") 
                .expressionValues(expressionValue) 
                .build(); 
    }

前のコード例では、以下のヘルパーメソッドが使用されています。

ヘルパーメソッド

    public static ProductCatalog getProductCatId2() { 
        return ProductCatalog.builder() 
                .id(2) 
                .isbn("1-565-85698") 
                .authors(new HashSet<>(Arrays.asList("a", "b"))) 
                .price(BigDecimal.valueOf(30.22)) 
                .title("Title 55") 
                .build(); 
    } 

    public static ProductCatalog getProductCatId4ForUpdate() { 
        return ProductCatalog.builder() 
                .id(4) 
                .price(BigDecimal.valueOf(40.00)) 
                .title("Title 1") 
                .build(); 
    } 
    public static MovieActor getMovieActorBlanchett() { 
        MovieActor movieActor = new MovieActor(); 
        movieActor.setActorName("Cate Blanchett"); 
        movieActor.setMovieName("Blue Jasmine"); 
        movieActor.setActingYear(2013); 
        movieActor.setActingAward("Best Actress"); 
        movieActor.setActingSchoolName("National Institute of Dramatic Art"); 
        return movieActor; 
    }

コード例を実行する前は、DynamoDB テーブルには次の項目が含まれています。

1 | ProductCatalog{id=4, title='Title 1', isbn='orig_isbn', authors=[b, g], price=10}
2 | MovieActor{movieName='Blue Jasmine', actorName='Cate Blanchett', actingAward='Best 
 Actress', actingYear=2013, actingSchoolName='National Institute of Dramatic Art'}

コードの実行が完了すると、次の項目がテーブルに表示されます。

ProductCatalog{id=4, title='Title 1', isbn='orig_isbn', authors=[b, g], price=10}
2023-03-15 11:29:07 [main] INFO  org.example.tests.TransactDemoTest:168 - 
 MovieActor{movieName='Blue Jasmine', actorName='Cate Blanchett', actingAward='Best 
 Actress', actingYear=2013, actingSchoolName='National Institute of Dramatic Art'}

トランザクションが失敗したため、テーブル内の項目は変更されません。actingYearBlue 
Jasmineムービーの値は、コード例を実行する前の項目リストの 22013 行目に示されているとおりで
す。

次の行がコンソールに記録されます。
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CancellationReason(Code=None)
CancellationReason(Code=None)
CancellationReason(Item={actor=AttributeValue(S=Cate Blanchett), 
 movie=AttributeValue(S=Blue Jasmine), actingaward=AttributeValue(S=Best Actress), 
 actingyear=AttributeValue(N=2013), actingschoolname=AttributeValue(S=National Institute of 
 Dramatic Art)},  
    Code=ConditionalCheckFailed, Message=The conditional request failed)

セカンダリインデックス
セカンダリインデックスは、クエリやスキャン操作で使用する代替キーを定義することで、データアク
セスを向上させます。グローバルセカンダリインデックス (GSI) には、ベーステーブルのものとは異なる
パーティションキーおよびソートキーがあります。対照的に、ローカルセカンダリインデックス (LSI) は
プライマリインデックスのパーティションキーを使用します。

拡張クライアントを使用してセカンダリインデックスを操作する場合、2 つの手順が必要です。まず、
データクラスに注釈を付けます。次に、テーブルを作成するときに、注釈で使用されている名前と一致す
る名前を使用してインデックスを設定します。次の例は、両方のステップを示しています。

マッピングクラスにセカンダリインデックス注釈を付ける
セカンダリインデックスに含まれる属性に
は、@DynamoDbSecondaryPartitionKey@DynamoDbSecondarySortKeyまたはアノテーションが必
要です。

次のクラスは、2 つのインデックスのアノテーションを示してい
ます。という名前の GSI は、Subjectパーティションキーの属性
と、SubjectLastPostedDateIndexLastPostedDateTimeソートキーの属性を使用します。という名前の 
LSI ForumLastPostedDateIndexは、ForumNameLastPostedDateTimeをパーティションキーとソート
キーとして使用します。

Subjectこの属性には二重の役割があることに注意してください。これはプライマリキーのソートキーで
あり、SubjectLastPostedDateIndex指定されたGSIのパーティションキーです。

MessageThread クラス

MessageThreadこのクラスは、Amazon DynamoDB 開発者ガイドのサンプルスレッドテーブルのデータ
クラスとして使用するのに適しています。

インポート

import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbBean;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbPartitionKey;
import 
 software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSecondaryPartitionKey;
import 
 software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSecondarySortKey;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSortKey;

import java.util.List;

@DynamoDbBean
public class MessageThread { 
    private String ForumName; 
    private String Subject; 
    private String Message; 
    private String LastPostedBy; 
    private String LastPostedDateTime; 
    private Integer Views; 
    private Integer Replies; 
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    private Integer Answered; 
    private List<String> Tags; 

    @DynamoDbPartitionKey 
    public String getForumName() { 
        return ForumName; 
    } 

    public void setForumName(String forumName) { 
        ForumName = forumName; 
    } 

    // Sort key for primary index and partition key for GSI "SubjectLastPostedDateIndex". 
    @DynamoDbSortKey 
    @DynamoDbSecondaryPartitionKey(indexNames = "SubjectLastPostedDateIndex") 
    public String getSubject() { 
        return Subject; 
    } 

    public void setSubject(String subject) { 
        Subject = subject; 
    } 

    // Sort key for GSI "SubjectLastPostedDateIndex" and sort key for LSI 
 "ForumLastPostedDateIndex". 
    @DynamoDbSecondarySortKey(indexNames = {"SubjectLastPostedDateIndex", 
 "ForumLastPostedDateIndex"}) 
    public String getLastPostedDateTime() { 
        return LastPostedDateTime; 
    } 

    public void setLastPostedDateTime(String lastPostedDateTime) { 
        LastPostedDateTime = lastPostedDateTime; 
    } 
    public String getMessage() { 
        return Message; 
    } 

    public void setMessage(String message) { 
        Message = message; 
    } 

    public String getLastPostedBy() { 
        return LastPostedBy; 
    } 

    public void setLastPostedBy(String lastPostedBy) { 
        LastPostedBy = lastPostedBy; 
    } 

    public Integer getViews() { 
        return Views; 
    } 

    public void setViews(Integer views) { 
        Views = views; 
    } 

    @DynamoDbSecondaryPartitionKey(indexNames = "ForumRepliesIndex") 
    public Integer getReplies() { 
        return Replies; 
    } 

    public void setReplies(Integer replies) { 
        Replies = replies; 
    } 
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    public Integer getAnswered() { 
        return Answered; 
    } 

    public void setAnswered(Integer answered) { 
        Answered = answered; 
    } 

    public List<String> getTags() { 
        return Tags; 
    } 

    public void setTags(List<String> tags) { 
        Tags = tags; 
    } 

    public MessageThread() { 
        this.Answered = 0; 
        this.LastPostedBy = ""; 
        this.ForumName = ""; 
        this.Message = ""; 
        this.LastPostedDateTime = ""; 
        this.Replies = 0; 
        this.Views = 0; 
        this.Subject = ""; 
    } 

    @Override 
    public String toString() { 
        return "MessageThread{" + 
                "ForumName='" + ForumName + '\'' + 
                ", Subject='" + Subject + '\'' + 
                ", Message='" + Message + '\'' + 
                ", LastPostedBy='" + LastPostedBy + '\'' + 
                ", LastPostedDateTime='" + LastPostedDateTime + '\'' + 
                ", Views=" + Views + 
                ", Replies=" + Replies + 
                ", Answered=" + Answered + 
                ", Tags=" + Tags + 
                '}'; 
    }
}

インデックスの作成

@DynamoDbPartitionKey@DynamoDbSortKeyおよびアノテーションから生成されるプライマリキーと
は異なり、拡張クライアントはセカンダリインデックスを自動的に生成しません。これらのインデックス
は、テーブルが作成された時点で設定および作成されます。

次の例では、Threadテーブルの 2 つのインデックスを作成します。ビルダーパラメータには、コメ
ント行 1 と 2 の後に示されているように、両方のタイプのインデックスを設定するメソッドがありま
す。indexName()インデックスビルダーのメソッドを使用して、データクラスアノテーションで指定され
たインデックス名を目的のインデックスタイプに関連付けます。

このコードは、すべてのテーブル属性がコメント行 3 と 4 の後に両方のインデックスに含まれるように設
定します。属性プロジェクションの詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイドを参照してくださ
い。

    public static void createMessageThreadTable(DynamoDbTable<MessageThread> 
 messageThreadDynamoDbTable, DynamoDbClient dynamoDbClient) { 
        messageThreadDynamoDbTable.createTable(b -> b 
                // 1. Generate the GSI. 
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                .globalSecondaryIndices(gsi -> gsi.indexName("SubjectLastPostedDateIndex") 
                        // 3. Populate the GSI with all attributes. 
                        .projection(p -> p 
                                .projectionType(ProjectionType.ALL)) 
                ) 
                // 2. Generate the LSI. 
                .localSecondaryIndices(lsi -> lsi.indexName("ForumLastPostedDateIndex") 
                        // 4. Populate the LSI with all attributes. 
                        .projection(p -> p 
                                .projectionType(ProjectionType.ALL)) 
                ) 
        );

インデックスを使用してクエリを実行する
次の例では、ローカルセカンダリインデックスをクエリしますForumLastPostedDateIndex。

コメント行 2 に続いて、DynamoDbIndex.query () QueryConditionalメソッドを呼び出すときに必要なオブ
ジェクトを作成します。

インデックスの名前を渡すと、コメント行3の後に、クエリしたいインデックスへの参照が得られます。コ
メント4行目に続いて、query()QueryConditionalオブジェクトを渡すインデックスのメソッドを呼び
出します。

また、5 行目のコメントの後に表示される 3 つの属性値を返すようにクエリを設定しま
す。attributesToProject()が呼び出されない場合、クエリはすべての属性値を返します。指定された
属性名が小文字で始まっていることに注意してください。これらの属性名はテーブルで使用されているも
のと一致しますが、必ずしもデータクラスの属性名と一致するわけではありません。

コメント行6に続いて、結果を繰り返し処理し、クエリによって返された各項目を記録し、それをリストに
保存して呼び出し元に返します。

public static List<MessageThread> queryUsingSecondaryIndices(DynamoDbEnhancedClient 
 enhancedClient, 
                                                                 String lastPostedDate, 
                                                                 
 DynamoDbTable<MessageThread> threadTable) { 
        // 1. Log the parameter value. 
        logger.info("lastPostedDate value: {}", lastPostedDate); 

        // 2. Create a QueryConditional whose sort key value must be greater than or equal 
 to the parameter value. 
        QueryConditional queryConditional = QueryConditional.sortGreaterThanOrEqualTo(qc -> 
                qc.partitionValue("Forum02").sortValue(lastPostedDate)); 

        // 3. Specify the index name to query the DynamoDbIndex instance. 
        final DynamoDbIndex<MessageThread> forumLastPostedDateIndex = 
 threadTable.index("ForumLastPostedDateIndex"); 

        // 4. Perform the query by using the QueryConditional object. 
        final SdkIterable<Page<MessageThread>> pagedResult = 
 forumLastPostedDateIndex.query(q -> q 
                .queryConditional(queryConditional) 
                // 5. Request three attribute in the results. 
                .attributesToProject("forumName", "subject", "lastPostedDateTime")); 

        List<MessageThread> collectedItems = new ArrayList<>(); 
        // 6. Iterate through the pages response and sort the items. 
        pagedResult.stream().forEach(page -> page.items().stream() 
                        .sorted(Comparator.comparing(MessageThread::getLastPostedDateTime)) 
                        .forEach(mt -> { 
                            // 7. Log the returned items and add the collection to return 
 to the caller. 
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                            logger.info(mt.toString()); 
                            collectedItems.add(mt); 
                        })); 
        return collectedItems; 
    }

クエリが実行される前は、次の項目がデータベースに存在します。

MessageThread{ForumName='Forum01', Subject='Subject01', Message='Message01', 
 LastPostedBy='', LastPostedDateTime='2023.03.28', Views=0, Replies=0, Answered=0, 
 Tags=null}
MessageThread{ForumName='Forum02', Subject='Subject02', Message='Message02', 
 LastPostedBy='', LastPostedDateTime='2023.03.29', Views=0, Replies=0, Answered=0, 
 Tags=null}
MessageThread{ForumName='Forum02', Subject='Subject04', Message='Message04', 
 LastPostedBy='', LastPostedDateTime='2023.03.31', Views=0, Replies=0, Answered=0, 
 Tags=null}
MessageThread{ForumName='Forum02', Subject='Subject08', Message='Message08', 
 LastPostedBy='', LastPostedDateTime='2023.04.04', Views=0, Replies=0, Answered=0, 
 Tags=null}
MessageThread{ForumName='Forum02', Subject='Subject10', Message='Message10', 
 LastPostedBy='', LastPostedDateTime='2023.04.06', Views=0, Replies=0, Answered=0, 
 Tags=null}
MessageThread{ForumName='Forum03', Subject='Subject03', Message='Message03', 
 LastPostedBy='', LastPostedDateTime='2023.03.30', Views=0, Replies=0, Answered=0, 
 Tags=null}
MessageThread{ForumName='Forum03', Subject='Subject06', Message='Message06', 
 LastPostedBy='', LastPostedDateTime='2023.04.02', Views=0, Replies=0, Answered=0, 
 Tags=null}
MessageThread{ForumName='Forum03', Subject='Subject09', Message='Message09', 
 LastPostedBy='', LastPostedDateTime='2023.04.05', Views=0, Replies=0, Answered=0, 
 Tags=null}
MessageThread{ForumName='Forum05', Subject='Subject05', Message='Message05', 
 LastPostedBy='', LastPostedDateTime='2023.04.01', Views=0, Replies=0, Answered=0, 
 Tags=null}
MessageThread{ForumName='Forum07', Subject='Subject07', Message='Message07', 
 LastPostedBy='', LastPostedDateTime='2023.04.03', Views=0, Replies=0, Answered=0, 
 Tags=null}

1 行目と 6 行目のロギングステートメントは、次のコンソール出力になります。

lastPostedDate value: 2023.03.31
MessageThread{ForumName='Forum02', Subject='Subject04', Message='', LastPostedBy='', 
 LastPostedDateTime='2023.03.31', Views=0, Replies=0, Answered=0, Tags=null}
MessageThread{ForumName='Forum02', Subject='Subject08', Message='', LastPostedBy='', 
 LastPostedDateTime='2023.04.04', Views=0, Replies=0, Answered=0, Tags=null}
MessageThread{ForumName='Forum02', Subject='Subject10', Message='', LastPostedBy='', 
 LastPostedDateTime='2023.04.06', Views=0, Replies=0, Answered=0, Tags=null}

クエリにより、forumName値が Forum02 で、lastPostedDateTime値が 2023.03.31 以上のアイテムが
返されました。message属性にはインデックスに値が含まれていますが、message結果には空の文字列の
値が表示されます。これは、メッセージ属性がコメント行 5 の後に投影されなかったためです。

拡張
DynamoDB Enhanced Client API は、マッピング操作以外の機能を提供するプラグイン拡張をサポートし
ています。エクステンションには、beforeWrite()と 2afterRead() つのフックメソッドがあります。
beforeWrite()メソッドは書き込み操作が発生する前に変更し、afterRead()メソッドは読み取り操作
の実行後に結果を変更します。一部の操作 (アイテムの更新など) では、書き込みと読み取りの両方が実行
されるため、両方のフックメソッドが呼び出されます。
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エクステンションは、拡張クライアントビルダーで指定された順序でロードされます。1 つのエクステン
ションが前のエクステンションによって変換された値に作用する可能性があるため、ロード順序は重要で
す。

拡張クライアント API には、extensionsパッケージに含まれる一連のプラグイン拡張が付属し
ています。デフォルトでは、VersionedRecordExtension拡張クライアントはとをロードしま
すAtomicCounterExtension。拡張クライアントビルダーでデフォルトの動作をオーバーライドし、任
意の拡張機能を読み込むことができます。デフォルト拡張子を使用しない場合は、none を指定することも
できます。

独自の拡張機能をロードする場合、拡張クライアントはデフォルトの拡張をロードしません。どちらかの
デフォルトエクステンションと同じ動作をさせたい場合は、それをエクステンションのリストに明示的に
追加する必要があります。

次の例では、verifyChecksumExtensionという名前のカスタムエクステンションがの後にロード
されますがVersionedRecordExtension、通常はデフォルトで自動的にロードされます。この例で
はAtomicCounterExtension、はロードされていません。

DynamoDbEnhancedClientExtension versionedRecordExtension = 
 VersionedRecordExtension.builder().build();

DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =  
    DynamoDbEnhancedClient.builder() 
                          .dynamoDbClient(dynamoDbClient) 
                          .extensions(versionedRecordExtension, verifyChecksumExtension) 
                          .build();

VersionedRecordExtension
VersionedRecordExtensionはデフォルトでロードされ、項目がデータベースに書き込まれると、項
目のバージョン番号が増加して追跡されます。実際に保持されている項目のバージョン番号がアプリケー
ションが最後に読み取った値と一致しない場合、書き込みが失敗する原因となる条件が書き込みごとに追
加されます。この動作により、アイテムの更新がオプティミスティックにロックされます。最初のプロセ
スが項目を読み込んでから更新を書き込んでいる間に別のプロセスが項目を更新すると、書き込みは失敗
します。

アイテムのバージョン番号を追跡するために使用する属性を指定するには、テーブルスキーマの数値属性
にタグを付けます。

次のスニペットは、version属性にアイテムのバージョン番号を保持するように指定しています。

    @DynamoDbVersionAttribute 
    public Integer getVersion() {...}; 
    public void setVersion(Integer version) {...};

次のスニペットは、これと同等の静的テーブルアプローチを示しています。

    .addAttribute(Integer.class, a -> a.name("version") 
                                       .getter(Customer::getVersion) 
                                       .setter(Customer::setVersion) 
                                        // Apply the 'version' tag to the attribute. 
                                       
 .tags(VersionedRecordExtension.AttributeTags.versionAttribute())

AtomicCounterExtension
AtomicCounterExtensionはデフォルトでロードされ、レコードがデータベースに書き込まれるたびに
タグ付き数値属性がインクリメントされます。開始値と増分値を指定できます。値が指定されていない場
合、開始値は 0 に設定され、属性の値は 1 ずつ増加します。
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どの属性がカウンタであるかを指定するには、Longテーブルスキーマ内のタイプの属性にタグを付けま
す。

次のスニペットは、counter属性のデフォルトの開始値および増分値の使用方法を示しています。

    @DynamoDbAtomicCounter 
    public Long getCounter() {...}; 
    public void setCounter(Long counter) {...};

次のスニペットは、静的テーブルアプローチを示しています。アトミックカウンタ拡張は、開始値 10 を
使用し、レコードが書き込まれるたびに値を 5 ずつ増やします。

    .addAttribute(Integer.class, a -> a.name("counter") 
                                       .getter(Customer::getCounter) 
                                       .setter(Customer::setCounter) 
                                        // Apply the 'atomicCounter' tag to the attribute 
 with start and increment values. 
                                       .tags(StaticAttributeTags.atomicCounter(10L, 5L))

AutoGeneratedTimestampRecordExtension
は、項目がデータベースに正常に書き込まれるたび
に、AutoGeneratedTimestampRecordExtensionInstantそのタイプのタグ付き属性を現在のタイム
スタンプで自動的に更新します。

このエクステンションはデフォルトではロードされません。そのため、このトピックの最初の例に示すよ
うに、拡張クライアントをビルドするときに、これをカスタム拡張として指定する必要があります。

現在のタイムスタンプで更新する属性を指定するには、Instantテーブルスキーマの属性にタグを付けま
す。

lastUpdateこの属性は、次のスニペットの拡張動作の対象です。Instant属性はタイプでなければなら
ないという要件に注意してください。

    @DynamoDbAutoGeneratedTimestampAttribute 
    public Instant getLastUpdate() {...} 
    public void setLastUpdate(Instant lastUpdate) {...}

次のスニペットは、これと同等の静的テーブルアプローチを示しています。

     .addAttribute(Instant.class, a -> a.name("lastUpdate") 
                                        .getter(Customer::getLastUpdate) 
                                        .setter(Customer::setLastUpdate) 
                                        // Applying the 'autoGeneratedTimestamp' tag to the 
 attribute. 
                                        
 .tags(AutoGeneratedTimestampRecordExtension.AttributeTags.autoGeneratedTimestampAttribute())

カスタム拡張機能
次のカスタム拡張クラスは、beforeWrite()更新式を使用するメソッドを示しています。2 行目のコ
メントの後に、SetActionregistrationDateregistrationDateデータベース内のアイテムにま
だ属性がない場合に属性を設定するコードを作成します。Customerオブジェクトが更新されるたび
に、registrationDateエクステンションは a が設定されていることを確認します。

public final class CustomExtension implements DynamoDbEnhancedClientExtension { 

    // 1. In a custom extension, use an UpdateExpression to define what action to take 
 before 
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    //    an item is updated. 
    @Override 
    public WriteModification beforeWrite(DynamoDbExtensionContext.BeforeWrite context) { 
        if ( context.operationContext().tableName().equals("Customer") 
                && context.operationName().equals(OperationName.UPDATE_ITEM)) { 
            return WriteModification.builder() 
                    .updateExpression(createUpdateExpression()) 
                    .build(); 
        } 
        return null; 
    } 

    private static UpdateExpression createUpdateExpression() { 

        // 2. Use a SetAction, a subclass of UpdateAction, to provide the values in the 
 update. 
        SetAction setAction = 
                SetAction.builder() 
                        .path("registrationDate") 
                        .value("if_not_exists(registrationDate, :regValue)") 
                        .putExpressionValue(":regValue", 
 AttributeValue.fromS(Instant.now().toString())) 
                        .build(); 
        // 3. Build the UpdateExpression with one or more UpdateAction. 
        return UpdateExpression.builder() 
                .addAction(setAction) 
                .build(); 
    }
}

高度なテーブルスキーマ機能
DynamoDB 拡張クライアント API の高度なテーブルスキーマ機能について学んでください。

スキーマの概要
TableSchemaDynamoDB 拡張クライアント API のマッピング機能へのインターフェイ
スです。データオブジェクトをのマップにマップしたり、マップからマップしたりできま
すAttributeValues。TableSchemaオブジェクトは、マッピングするテーブルの構造を知っている必要があ
ります。TableMetadataこの構造情報はオブジェクトに保存されます。

拡張クライアント API にはTableSchema、以下のようにいくつかの実装があります。

注釈付きクラスから生成されたテーブルスキーマ
TableSchemaアノテーション付きのクラスから a をビルドするのはやや負荷のかかる操作なので、アプ
リケーションの起動時に 1 回実行することをお勧めします。

BeanTableSchema

この実装は、Bean クラスの属性と注釈に基づいて構築されています。このアプローチの例は、「はじ
めに」セクションで説明されています (p. 88)。

Note

aBeanTableSchema が期待どおりに動作しない場合
は、software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.beansのデバッグログを有効にし
てください。

ImmutableTableSchema

この実装は、不変のデータクラスから構築されています。このアプローチについて
は、??? (p. 100)セクションで説明しています。
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ビルダーで生成されたテーブルスキーマ
以下のTableSchema s は、ビルダーを使用してコードからビルドされています。このアプローチは、注
釈付きのデータクラスを使用するアプローチよりもコストがかかりません。ビルダーアプローチでは注釈
を使用せず、JavaBean命名規則も必要ありません。

StaticTableSchema

この実装は可変データクラス用に構築されています。このガイドの「はじめに」セクションで
は、StaticTableSchemaビルダーを使用してを生成する方法を説明しました (p. 89)。

StaticImmutableTableSchema

を構築する方法と同様にStaticTableSchema、TableSchemaこのタイプの実装をビルダーを使用
して生成し、不変のデータクラスで使用します。

固定スキーマのないデータのテーブルスキーマ

DocumentTableSchema

の他の実装とは異なりTableSchema、DocumentTableSchemaインスタンスの属性を定義しませ
ん。通常は、主キーと属性コンバータープロバイダーのみを指定します。EnhancedDocumentインス
タンスは、個々の要素または JSON 文字列から構築する属性を提供します。

属性を明示的に含めるか除外する
DynamoDB Enhanced Client API には、データクラス属性がテーブルの属性にならないようにするアノ
テーションが用意されています。API では、データクラスの属性名とは異なる属性名を使用することもで
きます。

属性の除外する
DynamoDB テーブルにマッピングしてはいけない属性を無視するには、@DynamoDbIgnore属性に注釈を
付けます。

private String internalKey;

@DynamoDbIgnore
public String getInternalKey() { return this.internalKey; }
public void setInternalKey(String internalKey) { return this.internalKey = internalKey;}

属性を含める
DynamoDB テーブルで使用されている属性の名前を変更するには、@DynamoDbAttributeその属性に注
釈を付けて別の名前を指定します。

private String internalKey;

@DynamoDbAttribute("renamedInternalKey")
public String getInternalKey() { return this.internalKey; }
public void setInternalKey(String internalKey) { return this.internalKey = internalKey;}

コントロール属性変換
デフォルトでは、テーブル・スキーマは、AttributeConverterProviderインタフェースのデフォ
ルト実装を通じて、すべてのプリミティブ型と多くの一般的な Java 型用のコンバータを提供しま
す。AttributeConverterProviderカスタム実装で全体的なデフォルト動作を変更できます。1 つのア
トリビュートのコンバーターを変更することもできます。
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使用可能なコンバーターのリストについては、AttributeConverterインターフェースの Java ドキュメント
を参照してください。

カスタム属性コンバータープロバイダーを提供

@DynamoDbBean(converterProviders = {…})注釈を使用して、1AttributeConverterProvider
つまたは順序付けられたAttributeConverterProvider s のチェーンを指定できま
す。AttributeConverterProviderAttributeConverterProviderどのカスタムでもインター
フェースを拡張する必要があります。

独自の属性コンバータープロバイダーを提供すると、デフォルトのコンバータープロバイダーがオーバー
ライドされることに注意してくださいDefaultAttributeConverterProvider。の機能を使用するに
は、これをチェーンに含める必要があります。DefaultAttributeConverterProvider

空の配列で Bean に注釈を付けることもできます{}。これにより、デフォルトを含むすべての属性コン
バータープロバイダーの使用が無効になります。この場合、マップされるすべてのアトリビュートに独自
のアトリビュートコンバータが必要です。

次のスニペットは、1 つのコンバータープロバイダーを示しています。

@DynamoDbBean(converterProviders = ConverterProvider1.class)
public class Customer {

}

次のスニペットは、コンバータープロバイダーの使用を示しています。SDK のデフォルトは最後に指定さ
れるため、優先度は最低になります。

@DynamoDbBean(converterProviders = { 
   ConverterProvider1.class,  
   ConverterProvider2.class, 
   DefaultAttributeConverterProvider.class})
public class Customer {

}

静的テーブルスキーマビルダーには、attributeConverterProviders()同じように機能するメソッド
があります。これを次のスニペットで示します。

private static final StaticTableSchema<Customer> CUSTOMER_TABLE_SCHEMA = 
  StaticTableSchema.builder(Customer.class) 
    .newItemSupplier(Customer::new) 
    .addAttribute(String.class, a -> a.name("name") 
                                     a.getter(Customer::getName) 
                                     a.setter(Customer::setName)) 
    .attributeConverterProviders(converterProvider1, converterProvider2) 
    .build();

1 つの属性のマッピングをオーバーライド

1 つのアトリビュートのマッピング方法をオーバーライドするには、AttributeConverterそのアトリ
ビュートにを指定します。この追加は、AttributeConverterProvidersテーブルスキーマで提供され
るすべてのコンバータよりも優先されます。これにより、その属性のみにカスタムコンバーターが追加さ
れます。他のアトリビュートは、たとえ同じタイプのものであっても、他のアトリビュートに明示的に指
定しない限り、そのコンバータを使用しません。

次のスニペットに示すように、@DynamoDbConvertedByAttributeConverterアノテーションを使用
してカスタムクラスを指定します。
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@DynamoDbBean
public class Customer { 
    private String name; 

    @DynamoDbConvertedBy(CustomAttributeConverter.class) 
    public String getName() { return this.name; } 
    public void setName(String name) { this.name = name;}
}

静的スキーマのビルダーには、attributeConverter()同等の属性ビルダーメソッドがあります。この
メソッドは、AttributeConverter次に示すように、のインスタンスを取得します。

private static final StaticTableSchema<Customer> CUSTOMER_TABLE_SCHEMA = 
  StaticTableSchema.builder(Customer.class) 
    .newItemSupplier(Customer::new) 
    .addAttribute(String.class, a -> a.name("name") 
                                     a.getter(Customer::getName) 
                                     a.setter(Customer::setName) 
                                     a.attributeConverter(customAttributeConverter)) 
    .build();

例

この例は、AttributeConverterProviderjava.net.HttpCookieオブジェクトの属性コンバーター
を提供する実装を示しています。

SimpleUser次のクラスには、lastUsedCookieのインスタンスであるという名前の属性が含まれていま
すHttpCookie。

@DynamoDbBeanアノテーションのパラメータには、コンバータを提供する 
2AttributeConverterProvider つのクラスがリストされています。

Class with annotations

    @DynamoDbBean(converterProviders = {CookieConverterProvider.class, 
 DefaultAttributeConverterProvider.class}) 
    public static final class SimpleUser { 
        private String name; 
        private HttpCookie lastUsedCookie; 

        @DynamoDbPartitionKey 
        public String getName() { 
            return name; 
        } 

        public void setName(String name) { 
            this.name = name; 
        } 

        public HttpCookie getLastUsedCookie() { 
            return lastUsedCookie; 
        } 

        public void setLastUsedCookie(HttpCookie lastUsedCookie) { 
            this.lastUsedCookie = lastUsedCookie; 
        }

Static table schema

    private static final TableSchema<SimpleUser> SIMPLE_USER_TABLE_SCHEMA = 
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            TableSchema.builder(SimpleUser.class) 
                    .newItemSupplier(SimpleUser::new) 
                    .attributeConverterProviders(CookieConverterProvider.create(), 
 AttributeConverterProvider.defaultProvider()) 
                    .addAttribute(String.class, a -> a.name("name") 
                            .setter(SimpleUser::setName) 
                            .getter(SimpleUser::getName) 
                            .tags(StaticAttributeTags.primaryPartitionKey())) 
                    .addAttribute(HttpCookie.class, a -> a.name("lastUsedCookie") 
                            .setter(SimpleUser::setLastUsedCookie) 
                            .getter(SimpleUser::getLastUsedCookie)) 
                    .build();

CookieConverterProvider次の例では、のインスタンスを提供していますHttpCookeConverter。

    public static final class CookieConverterProvider implements AttributeConverterProvider 
 { 
        private final Map<EnhancedType<?>, AttributeConverter<?>> converterCache = 
 ImmutableMap.of( 
                // 1. Add HttpCookieConverter to the internal cache. 
                EnhancedType.of(HttpCookie.class), new HttpCookieConverter()); 

        public static CookieConverterProvider create() { 
            return new CookieConverterProvider(); 
        } 

        // The SDK calls this method to find out if the provider contains a 
 AttributeConverter instance 
        // for the EnhancedType<T> argument. 
        @SuppressWarnings("unchecked") 
        @Override 
        public <T> AttributeConverter<T> converterFor(EnhancedType<T> enhancedType) { 
            return (AttributeConverter<T>) converterCache.get(enhancedType); 
        } 
    }

コンバージョンコード

transformFrom()HttpCookieConverter次のクラスのメソッドでは、HttpCookieコードはインスタ
ンスを受け取り、それを属性として保存される DynamoDB マップに変換します。

transformTo()メソッドは DynamoDB マップパラメータを受け取り、HttpCookie名前と値を必要とす
るコンストラクタを呼び出します。

    public static final class HttpCookieConverter implements AttributeConverter<HttpCookie> 
 { 

        @Override 
        public AttributeValue transformFrom(HttpCookie httpCookie) { 

            return AttributeValue.fromM( 
            Map.of ("cookieName", AttributeValue.fromS(httpCookie.getName()), 
                    "cookieValue", AttributeValue.fromS(httpCookie.getValue())) 
            ); 
        } 

        @Override 
        public HttpCookie transformTo(AttributeValue attributeValue) { 
            Map<String, AttributeValue> map = attributeValue.m(); 
            return new HttpCookie( 
                    map.get("cookieName").s(), 
                    map.get("cookieValue").s()); 

135



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド
高度なテーブルスキーマ機能

        } 

        @Override 
        public EnhancedType<HttpCookie> type() { 
            return EnhancedType.of(HttpCookie.class); 
        } 

        @Override 
        public AttributeValueType attributeValueType() { 
            return AttributeValueType.M; 
        } 
    }

属性の更新動作を変更
更新操作を実行するときに、個々の属性の更新動作をカスタマイズできます。DynamoDB 拡張クライアン
ト API の更新オペレーションの例には、updateItem () と transactWriteItems() があります。

たとえば、作成した日付のタイムスタンプをレコードに保存したいとします。ただし、その値を書
き込むのは、その属性の既存の値がデータベースに存在しない場合のみにしてください。この場合
は、WRITE_IF_NOT_EXISTS更新動作を使用します。

次の例は、createdOn属性に動作を追加するアノテーションを示しています。

@DynamoDbBean
public class Customer extends GenericRecord { 
    private String id; 
    private Instant createdOn; 

    @DynamoDbPartitionKey 
    public String getId() { return this.id; } 
    public void setId(String id) { this.name = id; } 

    @DynamoDbUpdateBehavior(UpdateBehavior.WRITE_IF_NOT_EXISTS) 
    public Instant getCreatedOn() { return this.createdOn; }     
    public void setCreatedOn(Instant createdOn) { this.createdOn = createdOn; }
}

静的テーブルスキーマを作成するときも、次の例に示すように、コメント行 1 の後に同じ更新動作を宣言
できます。

static final TableSchema<Customer> CUSTOMER_TABLE_SCHEMA = 
     TableSchema.builder(Customer.class) 
       .newItemSupplier(Customer::new) 
       .addAttribute(String.class, a -> a.name("id") 
                                         .getter(Customer::getId) 
                                         .setter(Customer::setId) 
                                         .tags(StaticAttributeTags.primaryPartitionKey())) 
       .addAttribute(Instant.class, a -> a.name("createdOn") 
                                          .getter(Customer::getCreatedOn) 
                                          .setter(Customer::setCreatedOn) 
                                          // 1. Add an UpdateBehavior. 
                                          
 .tags(StaticAttributeTags.updateBehavior(UpdateBehavior.WRITE_IF_NOT_EXISTS))) 
       .build();

他のクラスの属性をフラット化
テーブルの属性が継承または合成によって複数の Java クラスに分散している場合、DynamoDB Enhanced 
Client API は属性を 1 つのクラスにまとめるためのサポートを提供します。
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継承を使う
クラスが継承を使用する場合は、以下の方法を使用して階層を平坦化します。

注釈の付いた Bean を使う

アノテーションアプローチでは、@DynamoDbBean両方のクラスにアノテーションを付け、クラスに 1 つ
以上の主キーアノテーションを付ける必要があります。

以下に、継承関係を持つデータクラスの例を示します。

Standard data class

@DynamoDbBean
public class Customer extends GenericRecord { 
    private String name; 

    public String getName() { return name; } 
    public void setName(String name) { this.name = name; }
}

@DynamoDbBean
public abstract class GenericRecord { 
    private String id; 
    private String createdDate; 

    @DynamoDbPartitionKey 
    public String getId() { return id; } 
    public void setId(String id) { this.id = id; } 

    public String getCreatedDate() { return createdDate; } 
    public void setCreatedDate(String createdDate) { this.createdDate = createdDate; }
}

Lombok

Lombok onMethodのオプションは、属性ベースの DynamoDB アノテーション (な
ど@DynamoDbPartitionKey) を生成コードにコピーします。

@DynamoDbBean
@Data
@ToString(callSuper = true)
public class Customer extends GenericRecord { 
    private String name;
}

@Data
@DynamoDbBean
public abstract class GenericRecord { 
    @Getter(onMethod_=@DynamoDbPartitionKey) 
    private String id; 
    private String createdDate;
}

静的スキーマを使用する

静的スキーマのアプローチでは、extend()ビルダーのメソッドを使用して親クラスの属性を子クラスに
集約します。これは、次の例でコメント行1の後に示されます。

        StaticTableSchema<org.example.tests.model.inheritance.stat.GenericRecord> 
 GENERIC_RECORD_SCHEMA = 
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 StaticTableSchema.builder(org.example.tests.model.inheritance.stat.GenericRecord.class) 
                        // The partition key will be inherited by the top level mapper. 
                        .addAttribute(String.class, a -> a.name("id") 
                                
 .getter(org.example.tests.model.inheritance.stat.GenericRecord::getId) 
                                
 .setter(org.example.tests.model.inheritance.stat.GenericRecord::setId) 
                                .tags(primaryPartitionKey())) 
                        .addAttribute(String.class, a -> a.name("created_date") 
                                
 .getter(org.example.tests.model.inheritance.stat.GenericRecord::getCreatedDate) 
                                
 .setter(org.example.tests.model.inheritance.stat.GenericRecord::setCreatedDate)) 
                        .build(); 

        StaticTableSchema<org.example.tests.model.inheritance.stat.Customer> 
 CUSTOMER_SCHEMA = 
                
 StaticTableSchema.builder(org.example.tests.model.inheritance.stat.Customer.class) 
                        
 .newItemSupplier(org.example.tests.model.inheritance.stat.Customer::new) 
                        .addAttribute(String.class, a -> a.name("name") 
                                
 .getter(org.example.tests.model.inheritance.stat.Customer::getName) 
                                
 .setter(org.example.tests.model.inheritance.stat.Customer::setName)) 
                        // 1. Use the extend() method to collapse the parent attributes 
 onto the child class. 
                        .extend(GENERIC_RECORD_SCHEMA)     // All the attributes of the 
 GenericRecord schema are added to Customer. 
                        .build();

前述の静的スキーマの例では、次のデータクラスを使用しています。マッピングは静的テーブルスキーマ
の構築時に定義されるため、データクラスには注釈は必要ありません。

データクラス

Standard data class

public class Customer extends GenericRecord { 
    private String name; 
    private Address address; 

    public String getName() {return name;} 
    public void setName(String name) {this.name = name;}
}

public abstract class GenericRecord { 
    private String id; 
    private String createdDate; 

    public String getId() { return id; } 
    public void setId(String id) { this.id = id; } 

    public String getCreatedDate() { return createdDate; } 
    public void setCreatedDate(String createdDate) { this.createdDate = createdDate; }

Lombok

@Data
@ToString(callSuper = true)
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public class Customer extends GenericRecord{ 
    private String name;
}

@Data
public abstract class GenericRecord { 
    private String id; 
    private String createdDate;
}

構成を使用する
クラスでコンポジションを使用する場合は、次の方法を使用して階層をフラット化します。

注釈の付いた Bean を使う

@DynamoDbFlattenこのアノテーションは、含まれているクラスをフラット化します。

以下のデータクラスの例では、@DynamoDbFlattenアノテーションを使用し
て、GenericRecordCustomer含まれているクラスのすべての属性をクラスに効果的に追加しています。

Standard data class

@DynamoDbBean
public class Customer { 
    private String name; 
    private GenericRecord record; 

    public String getName() { return this.name; } 
    public void setName(String name) { this.name = name; } 

    @DynamoDbFlatten 
    public GenericRecord getRecord() { return this.record; } 
    public void setRecord(GenericRecord record) { this.record = record; }

@DynamoDbBean
public class GenericRecord { 
    private String id; 
    private String createdDate; 

    @DynamoDbPartitionKey 
    public String getId() { return this.id; } 
    public void setId(String id) { this.id = id; } 

    public String getCreatedDate() { return this.createdDate; } 
    public void setCreatedDate(String createdDate) { this.createdDate = createdDate; }
}

Lombok

@Data
@DynamoDbBean
public class Customer { 
    private String name; 
    @Getter(onMethod_=@DynamoDbFlatten) 
    private GenericRecord record;
}

@Data
@DynamoDbBean
public class GenericRecord { 
    @Getter(onMethod_=@DynamoDbPartitionKey) 

139



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド
高度なテーブルスキーマ機能

    private String id; 
    private String createdDate;
}

flatten アノテーションを使用すると、対象となるクラスを必要な数だけフラット化できます。以下の制約
が適用されます。

• フラット化後は、すべての属性名が一意でなければなりません。
• 複数のパーティションキー、ソートキー、またはテーブル名があってはなりません。

静的スキーマを使用する

静的テーブルスキーマを構築するときは、flatten()ビルダーのメソッドを使用してください。また、含
まれているクラスを識別するゲッターメソッドとセッターメソッドも指定します。

        StaticTableSchema<GenericRecord> GENERIC_RECORD_SCHEMA = 
                StaticTableSchema.builder(GenericRecord.class) 
                        .newItemSupplier(GenericRecord::new) 
                        .addAttribute(String.class, a -> a.name("id") 
                                .getter(GenericRecord::getId) 
                                .setter(GenericRecord::setId) 
                                .tags(primaryPartitionKey())) 
                        .addAttribute(String.class, a -> a.name("created_date") 
                                .getter(GenericRecord::getCreatedDate) 
                                .setter(GenericRecord::setCreatedDate)) 
                        .build(); 

        StaticTableSchema<Customer> CUSTOMER_SCHEMA = 
                StaticTableSchema.builder(Customer.class) 
                        .newItemSupplier(Customer::new) 
                        .addAttribute(String.class, a -> a.name("name") 
                                .getter(Customer::getName) 
                                .setter(Customer::setName)) 
                        // Because we are flattening a component object, we supply a getter 
 and setter so the 
                        // mapper knows how to access it. 
                        .flatten(GENERIC_RECORD_SCHEMA, Customer::getRecord, 
 Customer::setRecord) 
                        .build();

前述の静的スキーマの例では、次のデータクラスを使用しています。

データクラス

Standard data class

public class Customer { 
    private String name; 
    private GenericRecord record; 

    public String getName() { return this.name; } 
    public void setName(String name) { this.name = name; } 

    public GenericRecord getRecord() { return this.record; } 
    public void setRecord(GenericRecord record) { this.record = record; }

public class GenericRecord { 
    private String id; 
    private String createdDate; 
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    public String getId() { return this.id; } 
    public void setId(String id) { this.id = id; } 

    public String getCreatedDate() { return this.createdDate; } 
    public void setCreatedDate(String createdDate) { this.createdDate = createdDate; }
}

Lombok

@Data
public class Customer { 
    private String name; 
    private GenericRecord record;
}

@Data
public class GenericRecord { 
    private String id; 
    private String createdDate;
}

ビルダーパターンを使用して、必要なだけさまざまな対象クラスをフラット化できます。

他のコードへの影響
@DynamoDbFlatten属性 (flatten()またはビルダーメソッド) を使用する場合、DynamoDB の項目に
は、合成されたオブジェクトの各属性の属性が含まれます。また、構成オブジェクトの属性も含まれま
す。

一方、データクラスに合成クラスのアノテーションを付けて使用しない場合@DynamoDbFlatten、項目は
合成オブジェクトとともに 1 つの属性として保存されます。

たとえば、Customer統合による統合の例で示したクラスを、record属性を平坦化する場合としない場合
を比較すると (p. 139)、JSON でその違いを視覚化できます。これを次の表に示します。

フラットニング付き フラット化なし

3 属性 2 属性

{ 
  "id": "1", 
  "createdDate": "today", 
  "name": "my name"
}

{ 
  "id": "1", 
  "record": { 
      "createdDate": "today", 
      "name": "my name" 
  }
}

この違いは、DynamoDB テーブルにアクセスして特定の属性を見つけることを期待する他のコードがある
場合に重要になります。

入れ子の属性の使用
DynamoDB のネストされた属性は、別の属性に埋め込まれています。例としては、リスト要素やマップエ
ントリがあります。

Java では、DynamoDB のネストされた属性は、Listまたはであるクラスのメンバーに対応しますMap。
また、Person次のクラスで使用されている複雑な型 (AddressPhoneNumberまたはなど) のインスタン
スにも対応します。
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Person クラス

@DynamoDbBean
public class Person { 
    Integer id; 
    String firstName; 
    String lastName; 
    Integer age; 
    Map<String, Address> addresses; 
    List<PhoneNumber> phoneNumbers; 

    List<String> hobbies; 

    @DynamoDbPartitionKey 
    public Integer getId() { 
        return id; 
    } 

    public void setId(Integer id) { 
        this.id = id; 
    } 

    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 Integer getAge() { 
        return age; 
    } 

    public void setAge(Integer age) { 
        this.age = age; 
    } 

    public Map<String, Address> getAddresses() { 
        return addresses; 
    } 

    public void setAddresses(Map<String, Address> addresses) { 
        this.addresses = addresses; 
    } 

    public List<PhoneNumber> getPhoneNumbers() { 
        return phoneNumbers; 
    } 

    public void setPhoneNumbers(List<PhoneNumber> phoneNumbers) { 
        this.phoneNumbers = phoneNumbers; 
    } 

    public List<String> getHobbies() { 
        return hobbies; 
    } 
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    public void setHobbies(List<String> hobbies) { 
        this.hobbies = hobbies; 
    } 

    @Override 
    public String toString() { 
        return "Person{" + 
                "id=" + id + 
                ", firstName='" + firstName + '\'' + 
                ", lastName='" + lastName + '\'' + 
                ", age=" + age + 
                ", addresses=" + addresses + 
                ", phoneNumbers=" + phoneNumbers + 
                ", hobbies=" + hobbies + 
                '}'; 
    }
}

Address クラス

@DynamoDbBean
public class Address { 
    private String street; 
    private String city; 
    private String state; 
    private String zipCode; 

    public Address() { 
    } 

    public String getStreet() { 
        return this.street; 
    } 

    public String getCity() { 
        return this.city; 
    } 

    public String getState() { 
        return this.state; 
    } 

    public String getZipCode() { 
        return this.zipCode; 
    } 

    public void setStreet(String street) { 
        this.street = street; 
    } 

    public void setCity(String city) { 
        this.city = city; 
    } 

    public void setState(String state) { 
        this.state = state; 
    } 

    public void setZipCode(String zipCode) { 
        this.zipCode = zipCode; 
    } 

    @Override 
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    public boolean equals(Object o) { 
        if (this == o) return true; 
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false; 
        Address address = (Address) o; 
        return Objects.equals(street, address.street) && Objects.equals(city, address.city) 
 && Objects.equals(state, address.state) && Objects.equals(zipCode, address.zipCode); 
    } 

    @Override 
    public int hashCode() { 
        return Objects.hash(street, city, state, zipCode); 
    } 

    @Override 
    public String toString() { 
        return "Address{" + 
                "street='" + street + '\'' + 
                ", city='" + city + '\'' + 
                ", state='" + state + '\'' + 
                ", zipCode='" + zipCode + '\'' + 
                '}'; 
    }
}

PhoneNumber クラス

@DynamoDbBean
public class PhoneNumber { 
    String type; 
    String number; 

    public String getType() { 
        return type; 
    } 

    public void setType(String type) { 
        this.type = type; 
    } 

    public String getNumber() { 
        return number; 
    } 

    public void setNumber(String number) { 
        this.number = number; 
    } 

    @Override 
    public String toString() { 
        return "PhoneNumber{" + 
                "type='" + type + '\'' + 
                ", number='" + number + '\'' + 
                '}'; 
    }
}

入れ子の属性のマッピング

注釈付きクラスを使用する

カスタムクラスのネストされた属性は、注釈を付けて保存できます。AddressPhoneNumber前に示
したクラスとクラスには、@DynamoDbBeanアノテーションだけが付けられています。DynamoDB 
Enhanced Client APIPerson が次のスニペットを使用してクラスのテーブルスキーマを構築する
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と、APIAddressPhoneNumber はおよびクラスの使用を検出し、DynamoDB と連携するための対応する
マッピングを構築します。

TableSchema<Person> personTableSchema = TableSchema.fromBean(Person.class);

ネストされたスキーマを使用する

別の方法として、次のコードに示すように、クラスごとに静的テーブルスキーマビルダーを使用する方法
があります。

AddressPhoneNumberおよびクラスのテーブルスキーマは、DynamoDB テーブルでは使用できないとい
う意味で抽象的です。これは、プライマリキーの定義がないためです。ただし、Personこれらはクラスの
テーブルスキーマのネストスキーマとして使用されます。

の定義の 1 行目と 2 行目のコメントの後にPERSON_TABLE_SCHEMA、抽象テーブルスキーマを使用する
コードが表示されます。documentOfメソッドでを使用しても、EnhanceType.documentOf(...)メ
ソッドがエンハンストドキュメント APIEnhancedDocument のタイプを返すわけではありませ
ん。documentOf(...)このコンテキストのメソッドは、テーブルスキーマ引数を使用してクラス引数を 
DynamoDB テーブル属性に、または DynamoDB テーブル属性からマッピングする方法を知っているオブ
ジェクトを返します。

静的スキーマコード

    public static final TableSchema<Address> TABLE_SCHEMA_ADDRESS = 
 TableSchema.builder(Address.class) 
            .newItemSupplier(Address::new) 
            .addAttribute(String.class, a -> a.name("street") 
                    .getter(Address::getStreet) 
                    .setter(Address::setStreet)) 
            .addAttribute(String.class, a -> a.name("city") 
                    .getter(Address::getCity) 
                    .setter(Address::setCity)) 
            .addAttribute(String.class, a -> a.name("zipcode") 
                    .getter(Address::getZipCode) 
                    .setter(Address::setZipCode)) 
            .addAttribute(String.class, a -> a.name("state") 
                    .getter(Address::getState) 
                    .setter(Address::setState)) 
            .build(); 

    // Abstract table schema that cannot be used to work with a DynamoDB table, 
    // but can be used as a nested schema. 
    public static final TableSchema<PhoneNumber> TABLE_SCHEMA_PHONENUMBER = 
 TableSchema.builder(PhoneNumber.class) 
            .newItemSupplier(PhoneNumber::new) 
            .addAttribute(String.class, a -> a.name("type") 
                    .getter(PhoneNumber::getType) 
                    .setter(PhoneNumber::setType)) 
            .addAttribute(String.class, a -> a.name("number") 
                    .getter(PhoneNumber::getNumber) 
                    .setter(PhoneNumber::setNumber)) 
            .build(); 

    // A static table schema that can be used with a DynamoDB table. 
    // The table schema contains two nested schemas that are used to perform mapping to/
from DynamoDB. 
    public static final TableSchema<Person> PERSON_TABLE_SCHEMA = 
            TableSchema.builder(Person.class) 
                    .newItemSupplier(Person::new) 
                    .addAttribute(Integer.class, a -> a.name("id") 
                            .getter(Person::getId) 
                            .setter(Person::setId) 
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                            .addTag(StaticAttributeTags.primaryPartitionKey())) 
                    .addAttribute(String.class, a -> a.name("firstName") 
                            .getter(Person::getFirstName) 
                            .setter(Person::setFirstName)) 
                    .addAttribute(String.class, a -> a.name("lastName") 
                            .getter(Person::getLastName) 
                            .setter(Person::setLastName)) 
                    .addAttribute(Integer.class, a -> a.name("age") 
                            .getter(Person::getAge) 
                            .setter(Person::setAge)) 
                    .addAttribute(EnhancedType.listOf(String.class), a -> a.name("hobbies") 
                            .getter(Person::getHobbies) 
                            .setter(Person::setHobbies)) 
                    .addAttribute(EnhancedType.mapOf( 
                                    EnhancedType.of(String.class), 
                                    // 1. Use mapping functionality of the Address table 
 schema. 
                                    EnhancedType.documentOf(Address.class, 
 TABLE_SCHEMA_ADDRESS)), a -> a.name("addresses") 
                            .getter(Person::getAddresses) 
                            .setter(Person::setAddresses)) 
                    .addAttribute(EnhancedType.listOf( 
                                    // 2. Use mapping functionality of the PhoneNumber 
 table schema. 
                                    EnhancedType.documentOf(PhoneNumber.class, 
 TABLE_SCHEMA_PHONENUMBER)), a -> a.name("phoneNumbers") 
                            .getter(Person::getPhoneNumbers) 
                            .setter(Person::setPhoneNumbers)) 
                    .build();

プロジェクトのネストされた属性
query()scan()およびメソッドでは、addNestedAttributeToProject()やなどのメソッド呼び出し
を使用して、結果に返す属性を指定できますattributesToProject()。DynamoDB 拡張クライアント 
API は、リクエストが送信される前に Java メソッド呼び出しパラメータをプロジェクション式に変換しま
す。

次の例では、Personテーブルに 2 つの項目を入力してから、3 つのスキャン操作を実行します。

最初のスキャンでは、テーブル内のすべての項目にアクセスして、結果を他のスキャン操作と比較しま
す。

2 回目のスキャンでは、addNestedAttributeToProject()streetビルダーメソッドを使用して属性
値のみを返します。

3 番目のスキャン操作では、attributesToProject()ビルダーメソッドを使用して第 1 レベルの属性
のデータを返しますhobbies。hobbiesの属性タイプはリストです。個々のリスト項目にアクセスするに
は、get()リストに対して操作を実行します。

        personDynamoDbTable = getDynamoDbEnhancedClient().table("Person", 
 PERSON_TABLE_SCHEMA); 
        PersonUtils.createPersonTable(personDynamoDbTable, getDynamoDbClient()); 
        // Use a utility class to add items to the Person table. 
        List<Person> personList = PersonUtils.getItemsForCount(2); 
        // This utility method performs a put against DynamoDB to save the instances in the 
 list argument. 
        PersonUtils.putCollection(getDynamoDbEnhancedClient(), personList, 
 personDynamoDbTable); 

        // The first scan logs all items in the table to compare to the results of the 
 subsequent scans. 
        final PageIterable<Person> allItems = personDynamoDbTable.scan(); 
        allItems.items().forEach(p -> 
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                // 1. Log what is in the table. 
                logger.info(p.toString())); 

        // Scan for nested attributes. 
        PageIterable<Person> streetScanResult = personDynamoDbTable.scan(b -> b 
                // Use the 'addNestedAttributeToProject()' or 
 'addNestedAttributesToProject()' to access data nested in maps in DynamoDB. 
                .addNestedAttributeToProject( 
                        NestedAttributeName.create("addresses", "work", "street") 
                )); 

        streetScanResult.items().forEach(p -> 
                //2. Log the results of requesting nested attributes. 
                logger.info(p.toString())); 

        // Scan for a top-level list attribute. 
        PageIterable<Person> phoneNumbersScanResult = personDynamoDbTable.scan(b -> b 
                // Use the 'attributesToProject()' method to access first-level attributes. 
                .attributesToProject("hobbies")); 

        phoneNumbersScanResult.items().forEach((p) -> { 
            // 3. Log the results of the request for the 'hobbies' attribute. 
            logger.info(p.toString()); 
            // To access an item in a list, first get the parent attribute, 'hobbies', then 
 access items in the list. 
            String hobby = p.getHobbies().get(1); 
            // 4. Log an item in the list. 
            logger.info(hobby); 
        });

// Logged results from comment line 1.
Person{id=2, firstName='first name 2', lastName='last name 2', age=11, 
 addresses={work=Address{street='street 21', city='city 21', state='state 21', 
 zipCode='33333'}, home=Address{street='street 2', city='city 2', state='state 2', 
 zipCode='22222'}}, phoneNumbers=[PhoneNumber{type='home', number='222-222-2222'}, 
 PhoneNumber{type='work', number='333-333-3333'}], hobbies=[hobby 2, hobby 21]}
Person{id=1, firstName='first name 1', lastName='last name 1', age=11, 
 addresses={work=Address{street='street 11', city='city 11', state='state 11', 
 zipCode='22222'}, home=Address{street='street 1', city='city 1', state='state 1', 
 zipCode='11111'}}, phoneNumbers=[PhoneNumber{type='home', number='111-111-1111'}, 
 PhoneNumber{type='work', number='222-222-2222'}], hobbies=[hobby 1, hobby 11]}

// Logged results from comment line 2.
Person{id=null, firstName='null', lastName='null', age=null, 
 addresses={work=Address{street='street 21', city='null', state='null', zipCode='null'}}, 
 phoneNumbers=null, hobbies=null}
Person{id=null, firstName='null', lastName='null', age=null, 
 addresses={work=Address{street='street 11', city='null', state='null', zipCode='null'}}, 
 phoneNumbers=null, hobbies=null}

// Logged results from comment lines 3 and 4.
Person{id=null, firstName='null', lastName='null', age=null, addresses=null, 
 phoneNumbers=null, hobbies=[hobby 2, hobby 21]}
hobby 21
Person{id=null, firstName='null', lastName='null', age=null, addresses=null, 
 phoneNumbers=null, hobbies=[hobby 1, hobby 11]}
hobby 11

Note

attributesToProject()メソッドが投影したい属性を追加する他のビルダーメソッドに従う場
合、attributesToProject()に提供された属性名のリストが他のすべての属性名に置き換わり
ます。
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ScanEnhancedRequest次のスニペットのインスタンスを使用してスキャンを実行すると、ホ
ビーデータのみが返されます。

ScanEnhancedRequest lastOverwrites = ScanEnhancedRequest.builder() 
        .addNestedAttributeToProject( 
                NestedAttributeName.create("addresses", "work", "street")) 
        .addAttributeToProject("firstName") 
        // If the 'attributesToProject()' method follows other builder methods that 
 add attributes for projection, 
        // its list of attributes replace all previous attributes. 
        .attributesToProject("hobbies") 
        .build();
PageIterable<Person> hobbiesOnlyResult = personDynamoDbTable.scan(lastOverwrites);
hobbiesOnlyResult.items().forEach(p -> 
        logger.info(p.toString()));

// Logged results.
Person{id=null, firstName='null', lastName='null', age=null, addresses=null, 
 phoneNumbers=null, hobbies=[hobby 2, hobby 21]}
Person{id=null, firstName='null', lastName='null', age=null, addresses=null, 
 phoneNumbers=null, hobbies=[hobby 1, hobby 11]}

次のコード例では、attributesToProject()最初にメソッドを使用します。この順序では、要
求された他のすべての属性が保持されます。

ScanEnhancedRequest attributesPreserved = ScanEnhancedRequest.builder() 
        // Use 'attributesToProject()' first so that the method call does not 
 replace all other attributes 
        // that you want to project. 
        .attributesToProject("firstName") 
        .addNestedAttributeToProject( 
                NestedAttributeName.create("addresses", "work", "street")) 
        .addAttributeToProject("hobbies") 
        .build();
PageIterable<Person> allAttributesResult = 
 personDynamoDbTable.scan(attributesPreserved);
allAttributesResult.items().forEach(p -> 
        logger.info(p.toString()));

// Logged results.
Person{id=null, firstName='first name 2', lastName='null', age=null, 
 addresses={work=Address{street='street 21', city='null', state='null', 
 zipCode='null'}}, phoneNumbers=null, hobbies=[hobby 2, hobby 21]}
Person{id=null, firstName='first name 1', lastName='null', age=null, 
 addresses={work=Address{street='street 11', city='null', state='null', 
 zipCode='null'}}, phoneNumbers=null, hobbies=[hobby 1, hobby 11]}

DynamoDB 用の強化されたドキュメント API
Enhanced Document API forAWS SDK for Java 2.x は、固定スキーマを持たないドキュメント指向のデー
タで動作するように設計されています。ただし、カスタムクラスを使用して個々の属性をマッピングする
こともできます。

拡張ドキュメントAPIは、AWS SDK for Javav1.xのドキュメントAPIの後継です。

目次
• 拡張ドキュメント API を使用するための準備手順 (p. 149)

• aDocumentTableSchema と a の作成DynamoDbTable (p. 149)
• 拡張ドキュメントの作成 (p. 150)
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• Database文字列からビルド (p. 150)
• 個々の要素から構築 (p. 150)

• CRUD オペレーションを実行する (p. 152)
• 拡張ドキュメント属性にカスタムオブジェクトとしてアクセス (p. 153)
• DynamoDBEnhancedDocument を使用する場合と使用しない場合がある (p. 156)

拡張ドキュメント API を使用するための準備手順
拡張ドキュメント API には、DynamoDB 拡張クライアント API に必要なものと同じ依存関係が必要で
す (p. 87)。また、このトピックの冒頭に示されているように、DynamoDbEnhancedClientインスタ
ンスも必要です (p. 90)。

Enhanced Document API はのバージョン 2.20.3 でリリースされたためAWS SDK for Java 2.x、そのバー
ジョン以降が必要です。

aDocumentTableSchema と a の作成DynamoDbTable

拡張ドキュメント API を使用して DynamoDB テーブルに対してコマンドを呼び出すには、テーブルをク
ライアント側の DynamoDbTable<EnhancedDocument > リソースオブジェクトに関連付けます。

table()DynamoDbTable<EnhancedDocument>拡張クライアントのメソッドはインスタンスを作成
し、DynamoDB テーブル名とのパラメータを必要としますDocumentTableSchema。

のビルダーには、プライマリインデックスキーと 1 DocumentTableSchemaつ以上の属性コンバータープ
ロバイダーが必要です。AttributeConverterProvider.defaultProvider()このメソッドは、デ
フォルトタイプのコンバーターを提供します。カスタム属性コンバータープロバイダーを提供する場合で
も指定する必要があります。オプションのセカンダリインデックスキーをビルダーに追加できます。

次のコードスニペットは、EnhancedDocumentスキーマレスオブジェクトを格納する DynamoDBperson
テーブルのクライアント側表現を生成するコードを示しています。

DynamoDbTable<EnhancedDocument> documentDynamoDbTable =  
                enhancedClient.table("person", 
                        TableSchema.documentSchemaBuilder() 
                            // Specify the primary key attributes. 
                            .addIndexPartitionKey(TableMetadata.primaryIndexName(),"id", 
 AttributeValueType.S) 
                            .addIndexSortKey(TableMetadata.primaryIndexName(), "lastName", 
 AttributeValueType.S) 
                            // Specify attribute converter providers. Minimally add the 
 default one. 
                            
 .attributeConverterProviders(AttributeConverterProvider.defaultProvider()) 
                            .build()); 
                                                          
// Call documentTable.createTable() if "person" does not exist in DynamoDB.
// createTable() should be called only one time.

次の例は、personこのセクションで使用されているオブジェクトの JSON 表現を示しています。

person

{ 
  "id": 1, 
  "firstName": "Richard", 
  "lastName": "Roe", 
  "age": 25, 
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  "addresses": 
    { 
      "home": { 
        "zipCode": "00000", 
        "city": "Any Town", 
        "state": "FL", 
        "street": "123 Any Street" 
      }, 
      "work": { 
        "zipCode": "00001", 
        "city": "Anywhere", 
        "state": "FL", 
        "street": "100 Main Street" 
      } 
    }, 
  "hobbies": [ 
    "Hobby 1", 
    "Hobby 2" 
  ], 
  "phoneNumbers": [ 
    { 
      "type": "Home", 
      "number": "555-0100" 
    }, 
    { 
      "type": "Work", 
      "number": "555-0119" 
    } 
  ]
}

拡張ドキュメントの作成
は、EnhancedDocumentネストされた属性を持つ複雑な構造を持つ文書型オブジェクトを表しま
す。には、EnhancedDocumentに指定されているプライマリキー属性と一致する最上位属性が必要で
すDocumentTableSchema。残りの内容は任意で、最上位の属性と深くネストされた属性で構成できま
す。

EnhancedDocumentインスタンスを作成するには、要素を追加する方法がいくつか用意されているビル
ダーを使用します。

Database文字列からビルド

JSON 文字列を使用すると、1 つのメソッド呼び出しを作成できます。EnhancedDocument次のスニペッ
トは、jsonPerson()ヘルパーメソッドによって返される JSONEnhancedDocument 文字列からを作成
します。jsonPerson()このメソッドは、前に表示された person オブジェクトの (p. 149) JSON 文字列
バージョンを返します。

EnhancedDocument document =  
        EnhancedDocument.builder() 
                        .json( jsonPerson() ) 
                        .build());

個々の要素から構築

また、EnhancedDocumentビルダーのタイプセーフメソッドを使用して個々のコンポーネントからインス
タンスを構築することもできます。

次の例では、前の例の JSONperson 文字列から作成された拡張ドキュメントと同様の拡張ドキュメント
を作成します。
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        /* Define the shape of an address map whose JSON representation looks like the 
 following. 
           Use 'addressMapEnhancedType' in the following EnhancedDocument.builder() to 
 simplify the code. 
           "home": { 
             "zipCode": "00000", 
             "city": "Any Town", 
             "state": "FL", 
             "street": "123 Any Street" 
           }*/ 
        EnhancedType<Map<String, String>> addressMapEnhancedType = 
                EnhancedType.mapOf(EnhancedType.of(String.class), 
 EnhancedType.of(String.class)); 

        //  Use the builder's typesafe methods to add elements to the enhanced document. 
        EnhancedDocument personDocument = EnhancedDocument.builder() 
                .putNumber("id", 50) 
                .putString("firstName", "Shirley") 
                .putString("lastName", "Rodriguez") 
                .putNumber("age", 53) 
                .putNull("nullAttribute") 
                .putJson("phoneNumbers", phoneNumbersJSONString()) 
                /* Add the map of addresses whose JSON representation looks like the 
 following. 
                        { 
                          "home": { 
                            "zipCode": "00000", 
                            "city": "Any Town", 
                            "state": "FL", 
                            "street": "123 Any Street" 
                          } 
                        } */ 
                .putMap("addresses", getAddresses(), EnhancedType.of(String.class), 
 addressMapEnhancedType) 
                .putList("hobbies", List.of("Theater", "Golf"), 
 EnhancedType.of(String.class)) 
                .build();

ヘルパーメソッド

    private static String phoneNumbersJSONString() { 
        return "  [" + 
                "    {" + 
                "      \"type\": \"Home\"," + 
                "      \"number\": \"555-0140\"" + 
                "    }," + 
                "    {" + 
                "      \"type\": \"Work\"," + 
                "      \"number\": \"555-0155\"" + 
                "    }" + 
                "  ]"; 
    } 

    private static Map<String, Map<String, String>> getAddresses() { 
        return Map.of( 
                "home", Map.of( 
                        "zipCode", "00002", 
                        "city", "Any Town", 
                        "state", "ME", 
                        "street", "123 Any Street")); 

    }
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CRUD オペレーションを実行する
EnhancedDocumentインスタンスを定義したら、次のコードスニペットに示すように、そのインスタンス
を DynamoDB テーブルに保存できます。

documentDynamoDbTable.putItem(personDocument);

DynamoDB から拡張ドキュメントインスタンスを読み取ったら、次のコードスニペットに示すように、
ゲッターを使用して個々の属性値を抽出できます。または、サンプルコードの最後の部分に示すように、
コンテンツ全体を JSON 文字列に抽出することもできます。

        // Read the item. 
        EnhancedDocument personDocFromDb = 
 documentDynamoDbTable.getItem(Key.builder().partitionValue(50).build()); 

        // Access top-level attributes. 
        logger.info("Name: {} {}", personDocFromDb.getString("firstName"), 
 personDocFromDb.getString("lastName")); 
        // Name: Shirley Rodriguez 

        // Typesafe access of a deeply nested attribute. The addressMapEnhancedType shown 
 previously defines the shape of an addresses map. 
        Map<String, Map<String, String>> addresses = personDocFromDb.getMap("addresses", 
 EnhancedType.of(String.class), addressMapEnhancedType); 
        addresses.keySet().forEach(k -> logger.info(addresses.get(k).toString())); 
        // {zipCode=00002, city=Any Town, street=123 Any Street, state=ME} 

        // Alternatively, work with AttributeValue types checking along the way for deeply 
 nested attributes. 
        Map<String, AttributeValue> addressesMap = 
 personDocFromDb.getMapOfUnknownType("addresses"); 
        addressesMap.keySet().forEach((String k) -> { 
            logger.info("Looking at data for [{}] address", k); 
            // Looking at data for [home] address 
            AttributeValue value = addressesMap.get(k); 
            AttributeValue cityValue = value.m().get("city"); 
            if (cityValue != null) { 
                logger.info(cityValue.s()); 
                // Any Town 
            } 
        }); 

        List<AttributeValue> phoneNumbers = 
 personDocFromDb.getListOfUnknownType("phoneNumbers"); 
        phoneNumbers.forEach((AttributeValue av) -> { 
            if (av.hasM()) { 
                AttributeValue type = av.m().get("type"); 
                if (type.s() != null) { 
                    logger.info("Type of phone: {}", type.s()); 
                    // Type of phone: Home 
                    // Type of phone: Work 
                } 
            } 
        }); 

        String jsonPerson = personDocFromDb.toJson(); 
        logger.info(jsonPerson); 
        // {"firstName":"Shirley","lastName":"Rodriguez","addresses":{"home":
{"zipCode":"00002","city":"Any Town","street":"123 Any Street","state":"ME"}},"hobbies":
["Theater","Golf"], 
        //     "id":50,"nullAttribute":null,"age":53,"phoneNumbers":
[{"number":"555-0140","type":"Home"},{"number":"555-0155","type":"Work"}]}
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EnhancedDocumentインスタンスは、DynamoDbEnhancedClientマップされたデータクラスの任意のメ
ソッドで、DynamoDbTableまたはマップされたデータクラスの代わりに使用できます。

拡張ドキュメント属性にカスタムオブジェクトとしてアクセス
Enhanced Document API では、スキーマレス構造で属性を読み書きする API が提供されるだけでなく、
属性をカスタムクラスのインスタンスに変換したり、カスタムクラスのインスタンスから属性を変換した
りできます。

拡張ドキュメント API は、DynamoDB 拡張クライアント API の一部としてコントロー
ル属性変換セクションに表示されたAttributeConverter (p. 132) s と s を使用しま
すAttributeConverterProvider。

次の例では、aCustomAttributeConverterProviderAddressConverterAddress とそのネストさ
れたクラスを使用してクラスインスタンスを変換します。

この例は、クラスからのデータと、必要に応じて構築された構造からのデータを混在させることができる
ことを示しています。この例は、カスタムクラスがネスト構造のどのレベルでも使用できることも示して
います。Addressこの例のオブジェクトは、マップで使用される値です。

    public static void attributeToAddressClassMappingExample(DynamoDbEnhancedClient 
 enhancedClient, DynamoDbClient standardClient) { 
        String tableName = "customer"; 

        // Define the DynamoDbTable for an enhanced document. 
        // The schema builder provides methods for attribute converter providers and keys. 
        DynamoDbTable<EnhancedDocument> documentDynamoDbTable = 
 enhancedClient.table(tableName, 
                DocumentTableSchema.builder() 
                        // Add the CustomAttributeConverterProvider along with the default 
 when you build the table schema. 
                        .attributeConverterProviders( 
                                List.of( 
                                        new CustomAttributeConverterProvider(), 
                                        AttributeConverterProvider.defaultProvider())) 
                        .addIndexPartitionKey(TableMetadata.primaryIndexName(), "id", 
 AttributeValueType.N) 
                        .addIndexSortKey(TableMetadata.primaryIndexName(), "lastName", 
 AttributeValueType.S) 
                        .build()); 
        // Create the DynamoDB table if needed. 
        documentDynamoDbTable.createTable(); 
        waitForTableCreation(tableName, standardClient); 

        // The getAddressesForCustomMappingExample() helper method that provides 
 'addresses' shows the use of a custom Address class 
        // rather than using a Map<String, Map<String, String> to hold the address data. 
        Map<String, Address> addresses = getAddressesForCustomMappingExample(); 

        // Build an EnhancedDocument instance to save an item with a mix of structures 
 defined as needed and static classes. 
        EnhancedDocument personDocument = EnhancedDocument.builder() 
                .putNumber("id", 50) 
                .putString("firstName", "Shirley") 
                .putString("lastName", "Rodriguez") 
                .putNumber("age", 53) 
                .putNull("nullAttribute") 
                .putJson("phoneNumbers", phoneNumbersJSONString()) 
                // Note the use of 'EnhancedType.of(Address.class)' instead of the more 
 generic 
                // 'EnhancedType.mapOf(EnhancedType.of(String.class), 
 EnhancedType.of(String.class))' that was used in a previous example. 
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                .putMap("addresses", addresses, EnhancedType.of(String.class), 
 EnhancedType.of(Address.class)) 
                .putList("hobbies", List.of("Hobby 1", "Hobby 2"), 
 EnhancedType.of(String.class)) 
                .build(); 
        // Save the item to DynamoDB. 
        documentDynamoDbTable.putItem(personDocument); 

        // Retrieve the item just saved. 
        EnhancedDocument srPerson = 
 documentDynamoDbTable.getItem(Key.builder().partitionValue(50).sortValue("Rodriguez").build()); 

        // Access the addresses attribute. 
        Map<String, Address> srAddresses = srPerson.get("addresses", 
                EnhancedType.mapOf(EnhancedType.of(String.class), 
 EnhancedType.of(Address.class))); 

        srAddresses.keySet().forEach(k -> logger.info(addresses.get(k).toString())); 

        documentDynamoDbTable.deleteTable();

// The content logged to the console shows that the saved maps were converted to Address 
 instances.
Address{street='123 Main Street', city='Any Town', state='NC', zipCode='00000'}
Address{street='100 Any Street', city='Any Town', state='NC', zipCode='00000'}

CustomAttributeConverterProviderコード

public class CustomAttributeConverterProvider implements AttributeConverterProvider { 

    private final Map<EnhancedType<?>, AttributeConverter<?>> converterCache = 
 ImmutableMap.of( 
            // 1. Add AddressConverter to the internal cache. 
            EnhancedType.of(Address.class), new AddressConverter()); 

    public static CustomAttributeConverterProvider create() { 
        return new CustomAttributeConverterProvider(); 
    } 

    // 2. The enhanced client queries the provider for attribute converters if it 
    //    encounters a type that it does not know how to convert. 
    @SuppressWarnings("unchecked") 
    @Override 
    public <T> AttributeConverter<T> converterFor(EnhancedType<T> enhancedType) { 
        return (AttributeConverter<T>) converterCache.get(enhancedType); 
    } 

    // 3. Custom attribute converter 
    private class AddressConverter implements AttributeConverter<Address> { 
        // 4. Transform an Address object into a DynamoDB map. 
        @Override 
        public AttributeValue transformFrom(Address address) { 

            Map<String, AttributeValue> attributeValueMap = Map.of( 
                    "street", AttributeValue.fromS(address.getStreet()), 
                    "city", AttributeValue.fromS(address.getCity()), 
                    "state", AttributeValue.fromS(address.getState()), 
                    "zipCode", AttributeValue.fromS(address.getZipCode())); 

            return AttributeValue.fromM(attributeValueMap); 
        } 

        // 5. Transform the DynamoDB map attribute to an Address oject. 
        @Override 
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        public Address transformTo(AttributeValue attributeValue) { 
            Map<String, AttributeValue> m = attributeValue.m(); 
            Address address = new Address(); 
            address.setStreet(m.get("street").s()); 
            address.setCity(m.get("city").s()); 
            address.setState(m.get("state").s()); 
            address.setZipCode(m.get("zipCode").s()); 

            return address; 
        } 

        @Override 
        public EnhancedType<Address> type() { 
            return EnhancedType.of(Address.class); 
        } 

        @Override 
        public AttributeValueType attributeValueType() { 
            return AttributeValueType.M; 
        } 
    }
}

Address クラス

public class Address { 
                  private String street; 
                  private String city; 
                  private String state; 
                  private String zipCode; 

                  public Address() { 
                  } 

                  public String getStreet() { 
                  return this.street; 
                  } 

                  public String getCity() { 
                  return this.city; 
                  } 

                  public String getState() { 
                  return this.state; 
                  } 

                  public String getZipCode() { 
                  return this.zipCode; 
                  } 

                  public void setStreet(String street) { 
                  this.street = street; 
                  } 

                  public void setCity(String city) { 
                  this.city = city; 
                  } 

                  public void setState(String state) { 
                  this.state = state; 
                  } 

                  public void setZipCode(String zipCode) { 
                  this.zipCode = zipCode; 
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                  } 
                  }

アドレスを提供するヘルパーメソッド

次のヘルパーメソッドは、AddressMap<String, String>値にジェネリックインスタンスではなくカス
タムインスタンスを使用するマップを提供します。

    private static Map<String, Address> getAddressesForCustomMappingExample() { 
        Address homeAddress = new Address(); 
        homeAddress.setStreet("100 Any Street"); 
        homeAddress.setCity("Any Town"); 
        homeAddress.setState("NC"); 
        homeAddress.setZipCode("00000"); 

        Address workAddress = new Address(); 
        workAddress.setStreet("123 Main Street"); 
        workAddress.setCity("Any Town"); 
        workAddress.setState("NC"); 
        workAddress.setZipCode("00000"); 

        return Map.of("home", homeAddress, 
                "work", workAddress); 
    }

DynamoDBEnhancedDocument を使用する場合と使用しない場
合がある
通常、EnhancedDocumentのインスタンスを使用してドキュメントタイプの DynamoDB アイテムの読み
取りと書き込みを行いますが、DynamoDB とは独立して使用することもできます。

AttributeValues次の例に示すように、JSON 文字列またはカスタムオブジェクトをの低レベルのマッ
プに変換する機能を使用できますEnhancedDocuments。

    public static void conversionWithoutDynamoDbExample() { 
        Address address = new Address(); 
        address.setCity("my city"); 
        address.setState("my state"); 
        address.setStreet("my street"); 
        address.setZipCode("00000"); 

        // Build an EnhancedDocument instance for its conversion functionality alone. 
        EnhancedDocument addressEnhancedDoc = EnhancedDocument.builder() 
                // Important: You must specify attribute converter providers when you build 
 an EnhancedDocument instance not used with a DynamoDB table. 
                .attributeConverterProviders(new CustomAttributeConverterProvider(), 
 DefaultAttributeConverterProvider.create()) 
                .put("addressDoc", address, Address.class) 
                .build(); 

        // Convert address to a low-level item representation. 
        final Map<String, AttributeValue> addressAsAttributeMap = 
 addressEnhancedDoc.getMapOfUnknownType("addressDoc"); 
        logger.info("addressAsAttributeMap: {}", addressAsAttributeMap.toString()); 

        // Convert address to a JSON string. 
        String addressAsJsonString = addressEnhancedDoc.getJson("addressDoc"); 
        logger.info("addressAsJsonString: {}", addressAsJsonString); 
        // Convert addressEnhancedDoc back to an Address instance. 
        Address addressConverted =  addressEnhancedDoc.get("addressDoc", Address.class); 
        logger.info("addressConverted: {}", addressConverted.toString()); 
    } 
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   /* Console output: 
          addressAsAttributeMap: {zipCode=AttributeValue(S=00000), 
 state=AttributeValue(S=my state), street=AttributeValue(S=my street), 
 city=AttributeValue(S=my city)} 
          addressAsJsonString: {"zipCode":"00000","state":"my state","street":"my 
 street","city":"my city"} 
          addressConverted: Address{street='my street', city='my city', state='my state', 
 zipCode='00000'} 
   */ 

Note

DynamoDB テーブルから独立した拡張ドキュメントを使用する場合は、必ずビルダーで属性コン
バータープロバイダーを明示的に設定してください。
対照的に、拡張ドキュメントを DynamoDB テーブルで使用する場合、ドキュメントテーブルス
キーマはコンバータープロバイダーに提供されます。

ノンブロッキング非同期操作
アプリケーションで DynamoDB へのノンブロッキングの非同期呼び出しが必要な場合は、を使用できま
すDynamoDbEnhancedAsyncClient。同期実装と似ていますが、以下の主な違いがあります。

1. をビルドするときはDynamoDbEnhancedAsyncClient、次のスニペットに示すよう
にDynamoDbAsyncClient、標準クライアントの非同期バージョンを使用する必要があります。

 DynamoDbEnhancedAsyncClient enhancedClient =  
     DynamoDbEnhancedAsyncClient.builder() 
                                .dynamoDbClient(dynamoDbAsyncClient) 
                                .build();

2. 単一のデータオブジェクトを返すメソッドはCompletableFuture、結果だけではなく結果の一部を
返します。そうすれば、アプリケーションは結果を妨げずに他の作業を行うことができます。次のスニ
ペットは、getItem()非同期メソッドを示しています。

CompletableFuture<Customer> result = customerDynamoDbTable.getItem(customer);
// Perform other work here.
return result.join();   // Now block and wait for the result.

3. ページ分割された結果リストを返すメソッドは、SdkPublisherの代わりに結果のいずれかを返しま
すSdkIterable。その後、アプリケーションはハンドラーをそのパブリッシャーにサブスクライブ
し、ブロックせずに結果を非同期で処理できます。

PagePublisher<Customer> results = customerDynamoDbTable.query(r -> 
 r.queryConditional(keyEqualTo(k -> k.partitionValue("Smith"))));
results.subscribe(myCustomerResultsProcessor);
// Perform other work and let the processor handle the results asynchronously.

の詳しい使用例についてはSdkPublisher API、scan()このガイドの非同期メソッドについて説明し
ているセクションの例を参照してください (p. 106)。

AWS SDK for Java での HTTP/2 の使用
HTTP/2 は HTTP プロトコルのメジャーバージョンです。この新しいバージョンには、パフォーマンスを
向上させるために次のようないくつかの機能強化が図られています。

• より効率的なデータ転送を実現するバイナリデータのエンコーディング。
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• ヘッダーの圧縮により、クライアントによってダウンロードされるオーバーヘッドバイトが減り、クラ
イアントにコンテンツをより速く提供できます。これは特に、既に帯域幅の制限を受けているモバイル
クライアントで役立ちます。

• 双方向非同期通信 (多重化) により、複数の接続ではなく 1 回の接続で同時にクライアントと AWS 間の
複数のリクエストおよび応答メッセージをフライト状態にすることができ、これによりパフォーマンス
が向上します。

最新の SDK にアップグレードする開発者は、使用中のサービスでサポートされている場合、自動的に 
HTTP/2 を使用します。新しいプログラミングインターフェイスはシームレスに HTTP/2 を活用して、ア
プリケーションを構築するための新しい方法を提供します。

AWS SDK for Java 2.x は、HTTP/2 プロトコルを実装するイベントストリーミング用の新しい API を備え
ています。これらの新しい API の使用方法の例については、Kinesis の使用 (p. 267)を参照してくださ
い。

AWS SDK for Java の SDK メトリクスの有効化
AWS SDK for Java 2.x を使用すると、アプリケーション内のサービスクライアントに関するメトリクスを
収集し、Amazon CloudWatch の出力を分析して、それに基づいて対応できます。

デフォルトでは、SDK でメトリクスの収集が無効になっています。このトピックは、それを有効にして設
定するのに役立ちます。

前提条件
メトリクスを有効にして使用する前に、次の手順を完了する必要があります。

• 設定 (p. 11) のステップを完了します。
• AWS SDK for Java のバージョン 2.14.0 以降を使用するように、プロジェクトの依存関係を (例:
pom.xml または build.gradle ファイルで) 設定します。

CloudWatch にメトリクスを発行できるようにするには、プロジェクトの依存関係にバージョン番号
2.14.0 以降の artifactId cloudwatch-metric-publisher も含めます。

例:

<project> 
  <dependencyManagement> 
   <dependencies> 
      <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>bom</artifactId> 
        <version>2.14.0</version> 
        <type>pom</type> 
        <scope>import</scope> 
      </dependency> 
   </dependencies> 
  </dependencyManagement> 
  <dependencies> 
   <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>cloudwatch-metric-publisher</artifactId> 
      <version>2.14.0</version> 
   </dependency> 
  </dependencies>
</project>
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メトリクスの収集を有効にする方法
アプリケーションでサービスクライアントのメトリクスを有効にすることも、個々のリクエストでメトリ
クスを有効にすることもできます。

特定のリクエストのメトリクスを有効にする
次のコードスニペットは、 Amazon DynamoDB に対するリクエストのために CloudWatch メトリクスパ
ブリッシャーを有効にする方法を示しています。デフォルトのメトリクスパブリッシャー設定を使用しま
す。

MetricPublisher metricsPub = CloudWatchMetricPublisher.create();
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.create();
ddb.listTables(ListTablesRequest.builder() 
  .overrideConfiguration(c -> c.addMetricPublisher(metricsPub)) 
  .build());

特定のサービスクライアントのためにメトリクスを有効にする
次のコードスニペットは、サービスクライアントのためにCloudWatchメトリクスパブリッシャーをデフォ
ルト設定で有効にする方法を示しています。

MetricPublisher metricsPub = CloudWatchMetricPublisher.create();

DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder() 
          .overrideConfiguration(c -> c.addMetricPublisher(metricsPub)) 
          .build();

次のスニペットは、特定のサービスクライアント用のメトリクスパブリッシャーのカスタム設定を使用す
る方法を示しています。カスタマイズには、特定の認証情報プロファイルのロード、サービスクライアン
トとは異なるリージョンの指定、およびパブリッシャーがにメトリクスを送信する頻度のカスタマイズが
含まれますCloudWatch。

MetricPublisher metricsPub = CloudWatchMetricPublisher.builder() 
    .cloudWatchClient(CloudWatchAsyncClient.builder() 
                                           .region(Region.US_WEST_2) 
                                           
 .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("cloudwatch")) 
                                           .build()) 
    .uploadFrequency(Duration.ofMinutes(5)) 
    .build();

DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder() 
          .overrideConfiguration(c -> c.addMetricPublisher(metricsPub)) 
          .build();

収集される情報
メトリクスの収集には、次のものが含まれます。

• API リクエストの数 (成功したか、失敗したかを含む)
• API リクエストで呼び出す AWS のサービスに関する情報 (返された例外を含む)
• Marshalling、Signing、HTTP リクエストなどのさまざまな操作の期間
• 開いている接続の数、保留中のリクエストの数、使用されている HTTP クライアントの名前などの 

HTTP クライアントのメトリクス
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Note

使用可能なメトリクスは、HTTP クライアントによって異なります。

詳細なリストについては、サービスクライアントのメトリクス (p. 160)を参照してください。

この情報の使用方法
SDK が収集するメトリクスを使用して、アプリケーションのサービスクライアントをモニタリングでき
ます。全体的な使用傾向の確認や、異常の特定ができるほか、返されたサービスクライアントの例外を確
認したり、特定の問題を理解するために詳しく確認したりすることもできます。Amazon CloudWatch を
使用して、定義した条件にアプリケーションが達するとすぐに通知するアラームを作成することもできま
す。

詳細については、Amazon CloudWatchユーザーガイドの「Amazon CloudWatchメトリクスの使用」と
「Amazon CloudWatchアラームの使用」を参照してください。

サービスクライアントのメトリクス
を使用するとAWS SDK for Java 2.x、アプリケーション内でのサービスクライアントからメトリクスを収
集し、それらのメトリクスを Amazon に発行 (出力) することができますCloudWatch。

これらの表は、収集できるメトリクスと、HTTP クライアントの使用要件を示しています。

SDK のメトリクスの有効化と設定の詳細については、SDK メトリクスの有効化 (p. 158)を参照してくだ
さい。

表で使用されている用語の意味は次のとおりです。

• アパッチ:アパッチベースの HTTP クライアント (ApacheHttpClient)
• Netty: Netty ベースの HTTP クライアント (NettyNioAsyncHttpClient)
• CRT:AWS CRT ベースの HTTP クライアント (AwsCrtAsyncHttpClient)
• 任意:メトリック・データの収集は HTTP クライアントに依存しません。これには URLConnection ベー

スの HTTP クライアント (UrlConnectionHttpClient) の使用も含まれます。

各リクエストで収集されたメトリクス

メトリクス名 説明 タイプ HTTP クライアントが必
要です

ApiCallDuration リクエストを完了する
のにかかった合計時間 
(すべての再試行を含む)

[Duration] (所要時間) すべて

ApiCallSuccessful API コールが成功した場
合は true。そうでない
場合は false

ブール値 すべて

CredentialsFetchDuration AWSリクエストの署名
の認証情報を取得する
のにかかった時間

[Duration] (所要時間) すべて

MarshallingDuration リクエストをマーシャ
リングするのにかかっ
た時間

[Duration] (所要時間) すべて
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メトリクス名 説明 タイプ HTTP クライアントが必
要です

OperationName リクエストが実行され
る AWS API の名前

文字列 すべて

RetryCount SDK が API コールを再
試行した回数

整数 すべて

ServiceId API リクエストが実行
される AWS のサービス 
のサービス ID

文字列 すべて

TokenFetchDuration リクエストのトークン
署名の認証情報を取得
するのにかかった時間

[Duration] (所要時間) すべて

リクエストの各試行について収集されたメトリクス
アプリケーションが実行する各 API コールは、成功または失敗で応答する前に複数回試行される場合があ
ります。これらのメトリクスは、各試行について収集されます。

メトリクス名 説明 タイプ HTTP クライアントが必
要です

AvailableConcurrency 別の接続を確立する必
要なしに HTTP クライ
アントによってサポー
トできる残りの同時実
行リクエストの数

整数 アパッチ、ネッ
ティ、CRT

AwsExtendedRequestId サービスリクエストの
拡張リクエスト ID

文字列 すべて

AwsRequestId サービスリクエストの
リクエスト ID

文字列 すべて

BackoffDelayDuration この API コールが試行
される前に SDK が待機
した時間

[Duration] (所要時間) すべて

ConcurrencyAcquireDuration接続プールからチャン
ネルを取得するのにか
かった時間

[Duration] (所要時間) アパッチ、ネッ
ティ、CRT

HttpClientName リクエストに使用され
ている HTTP の名前

文字列 アパッチ、ネッ
ティ、CRT

HttpStatusCode HTTP 応答で返されるス
テータスコード

整数 すべて

LeasedConcurrency HTTP クライアントに
よって現在実行されて
いるリクエストの数

整数 アパッチ、ネッ
ティ、CRT

LocalStreamWindowSize このリクエストが実行
されたストリームの
ローカル HTTP/2 ウィ

整数 ネティ
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メトリクス名 説明 タイプ HTTP クライアントが必
要です

ンドウサイズ (バイト単
位)

MarshallingDuration SDK リクエストを 
HTTP リクエストにマー
シャリングするのにか
かった時間

[Duration] (所要時間) すべて

MaxConcurrency HTTP クライアントに
よってサポートされる
同時実行リクエストの
最大数

整数 アパッチ、ネッ
ティ、CRT

PendingConcurrencyAcquires別の TCP 接続または新
しいストリーミングが
接続プールから利用可
能になるのを待機して
いる、ブロックされた
リクエストの数

整数 アパッチ、ネッ
ティ、CRT

RemoteStreamWindowSizeこのリクエストが実行
されたストリームのリ
モート HTTP/2 ウィン
ドウサイズ (バイト単位)

整数 ネティ

ServiceCallDuration サービスに接続し、リ
クエストを送信し、応
答から HTTP ステータ
スコードとヘッダーを
受信するのにかかった
時間

[Duration] (所要時間) すべて

SigningDuration HTTP リクエストに署名
するのにかかった時間

[Duration] (所要時間) すべて

UnmarshallingDuration SDK 応答に対する 
HTTP 応答のマーシャリ
ング解除にかかった時
間

[Duration] (所要時間) すべて

AWS SDK for Java 2.x を使用したページ割り後の
結果の取得

多くの AWS オペレーションでは、応答オブジェクトが単一の応答で返すには大きすぎる場合に、ページ
割り後の結果が返されます。AWS SDK for Java 1.0 では、次のページの結果を取得する上で使用する必
要があったトークンがレスポンスに含まれていました。AWS SDK for Java 2.x の新機能として、自動ペー
ジ割りメソッドがあります。次のページの結果を取得する複数のサービス呼び出しを自動的に行うことが
できます。この結果を処理するコードを記述するだけです。さらに、どちらのタイプのメソッドにも、
同期バージョンと非同期バージョンがあります。非同期のクライアントの詳細については、examples-
asynchronous を参照してください。

以下の例では、Amazon S3 および Amazon DynamoDB オペレーションを使用して、ページ分割されたレ
スポンスからデータを取得するさまざまなメソッドについて説明します。
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Note

これらのコードスニペットは、ユーザーが基本的な内容を理解しており、かつ、setup-credentials 
の情報を使用してデフォルトの AWS 認証情報を設定していることを前提としています。

同期ページ割り
これらの例では、同期のページ分割メソッドを使用して、Amazon S3 バケットのオブジェクトを一覧表示
します。

ページを反復処理する
ListObjectsV2Request を作成し、バケット名を指定します。オプションで、一度に取得するキーの最大
数を指定できます。これを S3ClientlistObjectsV2Paginator のメソッドに渡します。このメソッド
は、ListObjectsListObjectsV2ResponseIterable クラスのオブジェクトである V2Iterable オブジェクト
を返します。

最初の例では、ページネーターオブジェクトを使用して、stream メソッドですべてのレスポンスページ
を反復処理する方法を示します。レスポンスページに直接ストリーミングし、そのレスポンスストリーム
を S3Object コンテンツのストリームに変換してから、Amazon S3 オブジェクトのコンテンツを処理でき
ます。

インポート

import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Random;
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.paginators.ListObjectsV2Iterable;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsV2Request;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsV2Response;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateMultipartUploadRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateMultipartUploadResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompletedMultipartUpload;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompletedPart;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.UploadPartRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompleteMultipartUploadRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.waiters.S3Waiter;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketResponse;

Code

        ListObjectsV2Request listReq = ListObjectsV2Request.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .maxKeys(1) 
                .build(); 

        ListObjectsV2Iterable listRes = s3.listObjectsV2Paginator(listReq); 
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        // Process response pages 
        listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.contents().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" Key: " + content.key() + " size = 
 " + content.size()));

の完全な例を参照してくださいGitHub。

オブジェクトを反復処理する
次の例では、レスポンスのページではなく、レスポンスで返るオブジェクトを反復処理する方法を示しま
す。

ストリーミングを使用する
ページ分割された項目コレクションを反復処理するには、応答のコンテンツで stream メソッドを使用し
ます。

Code

        // Helper method to work with paginated collection of items directly 
        listRes.contents().stream() 
                .forEach(content -> System.out.println(" Key: " + content.key() + " size = 
 " + content.size()));

の完全な例を参照してくださいGitHub。

FOR LOOP を使用する
応答のコンテンツを反復処理するには、通常の for ループを使用します。

Code

        for (S3Object content : listRes.contents()) { 
            System.out.println(" Key: " + content.key() + " size = " + content.size()); 
        }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

手動のページ割り
手動のページ分割が必要なユースケースでは、従来どおり手動のページ分割を使用できます。それ以降の
リクエストについては、応答オブジェクトの次のトークンを使用します。while ループの使用例を以下に
示します。

Code

        ListObjectsV2Request listObjectsReqManual = ListObjectsV2Request.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .maxKeys(1) 
                .build(); 

        boolean done = false; 
        while (!done) { 
            ListObjectsV2Response listObjResponse = s3.listObjectsV2(listObjectsReqManual); 
            for (S3Object content : listObjResponse.contents()) { 
                System.out.println(content.key()); 
            } 
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            if (listObjResponse.nextContinuationToken() == null) { 
                done = true; 
            } 

            listObjectsReqManual = listObjectsReqManual.toBuilder() 
                    .continuationToken(listObjResponse.nextContinuationToken()) 
                    .build(); 
        }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

非同期ページ割り
この例では、非同期のページ分割メソッドを使用して、DynamoDB のテーブルを一覧表示します。手動の
ページ割りの例は、 basics-async トピックを参照してください。

テーブル名のページを繰り返し処理する
まず、非同期の DynamoDB クライアントを作成します。次
に、listTablesPaginatorListTablesPublisherメソッドを呼び出して取得します。これは、リアクティ
ブなストリームの Publisher インターフェイスの実装です。リアクティブなストリームのモデルの詳細に
ついては、「リアクティブなストリームの Github リポジトリ」を参照してください。

subscribeListTablesPublisherのメソッドを呼び出し、サブスクライバ実装を渡します。この例では、
受信者には、公開者から一度に 1 つの項目をリクエストする onNext メソッドがあります。このメ
ソッドは、すべてのページが取得されるまで繰り返し呼び出されます。この onSubscribe メソッドで
は、Subscription.request メソッドを呼び出して、公開者に対してデータのリクエストを開始しま
す。公開者からデータの取得を開始するには、このメソッドを呼び出す必要があります。データ取得中に
エラーが発生すると、onError メソッドがトリガーされます。最後に、すべてのページがリクエストされ
ると、onComplete メソッドが呼び出されます。

サブスクライバーを使用する
インポート

import java.util.List;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.concurrent.ExecutionException;

import org.reactivestreams.Subscriber;
import org.reactivestreams.Subscription;

import software.amazon.awssdk.core.async.SdkPublisher;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.paginators.ListTablesPublisher;
import io.reactivex.Flowable;
import reactor.core.publisher.Flux;

Code

まず、非同期クライアントを作成します。

        // Creates a default client with credentials and regions loaded from the 
 environment 
        final DynamoDbAsyncClient asyncClient = DynamoDbAsyncClient.create(); 

        ListTablesRequest listTablesRequest = ListTablesRequest.builder().limit(3).build();
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次に、Subscriber を使用して結果を取得します。

        // Or subscribe method should be called to create a new Subscription. 
        // A Subscription represents a one-to-one life-cycle of a Subscriber subscribing to 
 a Publisher. 
        publisher.subscribe(new Subscriber<ListTablesResponse>() { 
            // Maintain a reference to the subscription object, which is required to 
 request data from the publisher 
            private Subscription subscription; 

            @Override 
            public void onSubscribe(Subscription s) { 
                subscription = s; 
                // Request method should be called to demand data. Here we request a single 
 page 
                subscription.request(1); 
            } 

            @Override 
            public void onNext(ListTablesResponse response) { 
                response.tableNames().forEach(System.out::println); 
                // Once you process the current page, call the request method to signal 
 that you are ready for next page 
                subscription.request(1); 
            } 

            @Override 
            public void onError(Throwable t) { 
                // Called when an error has occurred while processing the requests 
            } 

            @Override 
            public void onComplete() { 
                // This indicates all the results are delivered and there are no more pages 
 left 
            }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

FOR LOOP を使用する
新しい受信者を作成する際、シンプルなユースケースで for ループを使用してページの反復処理をすると
負荷が過剰に高くなる場合があります。この目的で、応答の公開者オブジェクトには、forEach ヘルパー
メソッドが含まれます。

Code

        ListTablesPublisher publisher = asyncClient.listTablesPaginator(listTablesRequest); 

        // Use a for-loop for simple use cases 
        CompletableFuture<Void> future = publisher.subscribe(response -> 
 response.tableNames() 
                                                                               
 .forEach(System.out::println));

の完全な例を参照してくださいGitHub。

テーブル名の反復処理を行う
次の例では、レスポンスのページではなく、レスポンスで返るオブジェクトを反復処理する方法を示しま
す。同期結果と同様、非同期の結果のクラスには、基となる項目コレクションと対話するメソッドがあり
ます。便利なメソッドの戻り型は、すべてのページに項目をリクエストできる発行者です。
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サブスクライバーを使用する

Code

まず、非同期クライアントを作成します。

        System.out.println("running AutoPagination - iterating on item collection...\n"); 

        // Creates a default client with credentials and regions loaded from the 
 environment 
        final DynamoDbAsyncClient asyncClient = DynamoDbAsyncClient.create(); 

        ListTablesRequest listTablesRequest = ListTablesRequest.builder().limit(3).build();

次に、Subscriber を使用して結果を取得します。

        // Use subscriber 
        publisher.subscribe(new Subscriber<String>() { 
            private Subscription subscription; 

            @Override 
            public void onSubscribe(Subscription s) { 
                subscription = s; 
                subscription.request(1); 
            } 

            @Override 
            public void onNext(String tableName) { 
                System.out.println(tableName); 
                subscription.request(1); 
            } 

            @Override 
            public void onError(Throwable t) { } 

            @Override 
            public void onComplete() { }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

FOR LOOP を使用する

結果を反復処理するには、便利なメソッド forEach を使用します。

Code

        // Use forEach 
        CompletableFuture<Void> future = publisher.subscribe(System.out::println); 
        future.get();

の完全な例を参照してくださいGitHub。

サードパーティーのライブラリを使用する
カスタムの受信者を実装せずに、その他のサードパーティーのライブラリを使用することができま
す。RxJavaこの例では実装の使い方を示していますが、リアクティブストリームインターフェースを実
装するライブラリならどれでも使用できます。そのライブラリの詳細については、Github のRxJava wiki 
ページを参照してください。
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このライブラリを使用するには、依存関係として追加します。使用する POM スニペットの例を示します 
(Maven を使用している場合)。

POM エントリ

<dependency> 
      <groupId>io.reactivex.rxjava2</groupId> 
      <artifactId>rxjava</artifactId> 
      <version>2.2.21</version>
</dependency>

インポート

import java.util.List;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.concurrent.ExecutionException;

import org.reactivestreams.Subscriber;
import org.reactivestreams.Subscription;

import software.amazon.awssdk.core.async.SdkPublisher;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.paginators.ListTablesPublisher;
import io.reactivex.Flowable;
import reactor.core.publisher.Flux;

Code

        System.out.println("running AutoPagination - using third party subscriber...\n"); 

        DynamoDbAsyncClient asyncClient = DynamoDbAsyncClient.create(); 
        ListTablesPublisher publisher = 
 asyncClient.listTablesPaginator(ListTablesRequest.builder() 
                                                                                         
 .build()); 

        // The Flowable class has many helper methods that work with any reactive streams 
 compatible publisher implementation 
        List<String> tables = Flowable.fromPublisher(publisher) 
                                      .flatMapIterable(ListTablesResponse::tableNames) 
                                      .toList() 
                                      .blockingGet(); 
        System.out.println(tables);

AWSCRT ベースの S3 クライアント
AWS共通ランタイム (AWSCRT) 上に構築された CRT ベースの S3 クライアントは、代替の S3 非同期ク
ライアントです。Amazon S3 のマルチパートアップロード API とバイトレンジフェッチを自動的に使用す
ることで、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) との間でオブジェクトを転送するパフォーマン
スと信頼性が向上しています。

AWSCRT ベースの S3 クライアントは、ネットワーク障害が発生した場合の転送の信頼性を向上させま
す。転送を最初からやり直すことなく、ファイル転送の失敗した部分を個別に再試行することで、信頼性
が向上します。

さらに、AWS CRT ベースの S3 クライアントは、接続プーリングとドメインネームシステム (DNS) 負荷
分散が強化されているため、スループットも向上します。
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SDK の標準 S3 非同期クライアントの代わりにAWS CRT ベースの S3 クライアントを使用すると、ス
ループットの向上をすぐに活用できます。

AWSSDK の CRT ベースのコンポーネント

このトピックで説明するAWS CRT ベースの S3 クライアントとAWS CRT ベースの HTTP クライアント
は、SDK のさまざまなコンポーネントです。

AWSCRT ベースの S3 クライアントは S3AsyncClient インターフェイスを実装したもので、Amazon S3 
サービスとの連携に使用されます。これは JavaS3AsyncClient ベースのインターフェース実装の代替手
段であり、いくつかの利点があります。

AWSCRT ベースの HTTP SdkAsyncHttpClientクライアントはインターフェースの実装であり (p. 65)、一
般的な HTTP 通信に使用されます。SdkAsyncHttpClientこれはインターフェースのNetty実装の代替手
段であり、いくつかの利点があります。

どちらのコンポーネントも AWSCommon Runtime のライブラリを使用しますが、AWS CRT ベースの S3 
クライアントは aws-c-s3 ライブラリを使用し、S3 マルチパートアップロード API 機能をサポートしてい
ます。AWSCRT ベースの HTTP クライアントは汎用的な使用を目的としているため、S3 マルチパート
アップロード API 機能はサポートしていません。

AWSCRT ベースの S3 クライアントを使用する依存
関係を追加する
AWSCRT ベースの S3 クライアントを使用するには、次の 2 つの依存関係を Maven プロジェクトファイ
ルに追加します。この例は、使用する最小バージョンを示しています。Maven 中央リポジトリで s3 およ
び aws-crt アーティファクトの最新バージョンを検索してください。

<dependency> 
  <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
  <artifactId>s3</artifactId> 
  <version>2.19.0</version>
</dependency>
<dependency> 
  <groupId>software.amazon.awssdk.crt</groupId> 
  <artifactId>aws-crt</artifactId> 
  <version>0.20.3</version>
</dependency>

AWSCRT ベースの S3 クライアントのインスタンス
を作成する
次のコードスニペットに示すように、デフォルト設定でAWS CRT ベースの S3 クライアントのインスタ
ンスを作成します。

S3AsyncClient s3AsyncClient = S3AsyncClient.crtCreate();

クライアントを設定するには、AWS CRT クライアントビルダーを使用します。ビルダーメソッドを変更
することで、標準の S3 非同期クライアントからAWS CRT ベースのクライアントに切り替えることがで
きます。

S3AsyncClient s3AsyncClient =  
        S3AsyncClient.crtBuilder() 
                     .credentialsProvider(DefaultCredentialsProvider.create()) 
                     .region(Region.US_WEST_2) 
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                     .targetThroughputInGbps(20.0) 
                     .minimumPartSizeInBytes(8 * MB) 
                     .build();       

Note

スタンダードビルダーの一部の設定は、現在AWS CRT クライアントビルダーでサポートされて
いない可能性があります。S3AsyncClient#builder()を呼び出してスタンダードビルダーを
入手してください。

AWSCRT ベースの S3 クライアントを使用する
AWSCRT ベースの S3 クライアントを使用して Amazon S3 API オペレーションを呼び出します。次の例
は、PutObjectGetObjectで使用できるおよび操作を示していますAWS SDK for Java。

S3AsyncClient s3Client = S3AsyncClient.crtCreate();

// Upload a local file to Amazon S3.
PutObjectResponse response =  
      s3Client.putObject(req -> req.bucket(<BUCKET_NAME>) 
                                   .key(<KEY_NAME>), 
                        AsyncRequestBody.fromFile(Paths.get(<FILE_NAME>))) 
              .join();

// Download an object from Amazon S3 to a local file.
GetObjectResponse response =  
      s3Client.getObject(req -> req.bucket(<BUCKET_NAME>) 
                                   .key(<KEY_NAME>), 
                        AsyncResponseTransformer.toFile(Paths.get(<FILE_NAME>))) 
              .join(); 
      

Amazon S3 Transfer Manager
Amazon S3 転送マネージャは、AWS SDK for Java 2.x向けのオープンソースの高レベルのファイル転送
ユーティリティです。これを使用して Amazon Simple S3 Simple Storage Service (Amazon S3) との間で
ファイルやディレクトリを転送します。

S3 Transfer Manager を上に構築すると、マルチパートアップロード API やバイト範囲フェッチなどのパ
フォーマンスの向上を活用できます。the section called “AWSCRT ベースの S3 クライアント” (p. 168)

S3 Transfer Manager では、転送の進行状況をリアルタイムで監視し、転送を一時停止して後で実行する
こともできます。

開始方法
ビルドファイルへの依存関係の追加
AWSCRT ベースの S3 クライアントをベースにしたパフォーマンスが強化された S3 Transfer Manager を
使用するには、ビルドファイルを次の依存関係で設定します。

• Java 2.x # SDK ###### 2.19.1 以降を使用してください。
• s3-transfer-managerアーティファクトを依存関係として追加します。
• バージョン 0.20.3 以降では、aws-crtアーティファクトを依存関係として追加します。
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https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/s3/S3AsyncClient.html#getObject(java.util.function.Consumer,software.amazon.awssdk.core.async.AsyncResponseTransformer)
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/mpuoverview.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/s3-optimizing-performance-best-practices/use-byte-range-fetches.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/s3-optimizing-performance-best-practices/use-byte-range-fetches.html
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次のコード例は、Maven のプロジェクト依存関係を設定する方法を示しています。

<project> 
   <properties> 
     <aws.sdk.version>2.19.1</aws.sdk.version> 
  </properties>   
  <dependencyManagement> 
   <dependencies> 
      <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>bom</artifactId> 
        <version>${aws.sdk.version}</version> 
        <type>pom</type> 
        <scope>import</scope> 
      </dependency> 
   </dependencies> 
  </dependencyManagement> 
  <dependencies> 
   <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>s3-transfer-manager</artifactId> 
   </dependency> 
   <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk.crt</groupId> 
      <artifactId>aws-crt</artifactId> 
      <version>0.20.3</version> 
   </dependency> 
  </dependencies>
</project>

Maven 中央リポジトリで s3 転送マネージャーと aws-crt アーティファクトの最新バージョンを検索して
ください。

S3 Transfer Manager のインスタンスを作成
次のスニペットは、デフォルト設定で S3TransferManager インスタンスを作成する方法を示しています。

        S3TransferManager transferManager = S3TransferManager.create();    

次の例は、S3 Transfer Manager をカスタム設定で設定する方法を示しています。この例で
は、AWSCRTAsyncClient ベースの S3 (p. 168) インスタンスが S3 転送マネージャーの基盤となるクラ
イアントとして使用されます。

        S3AsyncClient s3AsyncClient = 
            S3AsyncClient.crtBuilder() 
                .credentialsProvider(DefaultCredentialsProvider.create()) 
                .region(Region.US_EAST_1) 
                .targetThroughputInGbps(20.0) 
                .minimumPartSizeInBytes(8 * MB) 
                .build(); 

        S3TransferManager transferManager = 
            S3TransferManager.builder() 
                .s3Client(s3AsyncClient) 
                .build();

Note

aws-crt依存関係がビルドファイルに含まれていない場合、S3 転送マネージャーは SDK for 
Java 2.x で使用されている標準の S3 非同期クライアント上にビルドされます。
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https://search.maven.org/search?q=g:software.amazon.awssdk%20AND%20a:s3-transfer-manager
https://search.maven.org/search?q=g:software.amazon.awssdk.crt%20AND%20a:aws-crt
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/S3TransferManager.html
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S3 バケットにファイルをアップロード
S3 転送マネージャーを使用して Amazon S3 にファイルをアップロードするに
は、S3TransferManagerの uploadFile UploadFileRequestメソッドにオブジェクトを渡します。

FileUploaduploadFileメソッドから返されるオブジェクトは、アップロードプロセスを表します。リク
エストが完了すると、CompletedFileUploadオブジェクトにはアップロードに関する情報が含まれます。

次の例は、ファイルアップロードの例とLoggingTransferListener、アップロードの進行状況を記録するオ
プションの a の使用を示しています。

インポート

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.S3TransferManager;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CompletedFileUpload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.FileUpload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.UploadFileRequest;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.progress.LoggingTransferListener;

import java.net.URL;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.UUID;

コード

    public String uploadFile(S3TransferManager transferManager, String bucketName, 
                             String key, String filePath) { 
        UploadFileRequest uploadFileRequest = 
            UploadFileRequest.builder() 
                .putObjectRequest(b -> b.bucket(bucketName).key(key)) 
                .addTransferListener(LoggingTransferListener.create()) 
                .source(Paths.get(filePath)) 
                .build(); 

        FileUpload fileUpload = transferManager.uploadFile(uploadFileRequest); 

        CompletedFileUpload uploadResult = fileUpload.completionFuture().join(); 
        return uploadResult.response().eTag(); 
    }

S3 バケットからのファイルのダウンロード
S3 転送マネージャーを使用して S3 バケットからオブジェクトをダウンロードするに
は、DownloadFileRequestオブジェクトを作成して downloadFile メソッドに渡します。

FileDownloadS3TransferManagerdownloadFileのメソッドによって返されるオブジェクトは、ファイ
ル転送を表します。ダウンロードが完了すると、CompletedFileDownloadにはダウンロードに関する情報
へのアクセスが含まれます。

次の例は、ダウンロードの例に加えて、LoggingTransferListenerオプションでダウンロードの進行状況を
記録するaの使用方法も示しています。

インポート

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
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https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/model/UploadFileRequest.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/S3TransferManager.html#uploadFile(software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.UploadFileRequest)
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/model/FileUpload.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/model/CompletedFileUpload.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/progress/LoggingTransferListener.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/model/DownloadFileRequest.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/S3TransferManager.html#downloadFile(software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.DownloadFileRequest)
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/model/FileDownload.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/model/CompletedFileDownload.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/progress/LoggingTransferListener.html
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import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.S3TransferManager;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CompletedFileDownload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.DownloadFileRequest;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.FileDownload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.progress.LoggingTransferListener;

import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.UUID;

コード

    public Long downloadFile(S3TransferManager transferManager, String bucketName, 
                             String key, String downloadedFileWithPath) { 
        DownloadFileRequest downloadFileRequest = 
            DownloadFileRequest.builder() 
                .getObjectRequest(b -> b.bucket(bucketName).key(key)) 
                .addTransferListener(LoggingTransferListener.create()) 
                .destination(Paths.get(downloadedFileWithPath)) 
                .build(); 

        FileDownload downloadFile = transferManager.downloadFile(downloadFileRequest); 

        CompletedFileDownload downloadResult = downloadFile.completionFuture().join(); 
        logger.info("Content length [{}]", downloadResult.response().contentLength()); 
        return downloadResult.response().contentLength(); 
    }

Amazon S3 オブジェクトをコピーする
S3 バケットから別のバケットへのオブジェクトのコピーを開始するには、CopyObjectRequest基本インス
タンスを作成します。

次に、CopyObjectRequest基本を S3 CopyRequest転送マネージャーで使用できる 1 つにまとめます。

CopyS3TransferManagercopyのメソッドによって返されるオブジェクトは、コピープロセスを表しま
す。コピープロセスが完了すると、CompletedCopyオブジェクトにはレスポンスに関する詳細が含まれま
す。

インポート

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CopyObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.S3TransferManager;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CompletedCopy;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.Copy;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CopyRequest;

import java.util.UUID;

コード

    public String copyObject(S3TransferManager transferManager, String bucketName, 
                             String key, String destinationBucket, String destinationKey){ 
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        CopyObjectRequest copyObjectRequest = CopyObjectRequest.builder() 
            .sourceBucket(bucketName) 
            .sourceKey(key) 
            .destinationBucket(destinationBucket) 
            .destinationKey(destinationKey) 
            .build(); 

        CopyRequest copyRequest = CopyRequest.builder() 
            .copyObjectRequest(copyObjectRequest) 
            .build(); 

        Copy copy = transferManager.copy(copyRequest); 

        CompletedCopy completedCopy = copy.completionFuture().join(); 
        return completedCopy.response().copyObjectResult().eTag(); 
    }

Note

クロスリージョンコピーは現在サポートされていません。

S3 バケットへのローカルディレクトリのアップロー
ド
ローカルディレクトリを S3 バケットにアップロードするには、S3TransferManagerまずインスタンス
の uploadDirectory メソッドを呼び出し、UploadDirectoryRequestを渡します。

DirectoryUploadオブジェクトはアップロードプロセスを表し、CompletedDirectoryUploadリクエストが完
了するとが生成されます。CompleteDirectoryUploadオブジェクトには、転送に失敗したファイルな
ど、転送の結果に関する情報が含まれています。

インポート

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ObjectIdentifier;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.S3TransferManager;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CompletedDirectoryUpload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.DirectoryUpload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.UploadDirectoryRequest;

import java.net.URL;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.UUID;

コード

    public Integer uploadDirectory(S3TransferManager transferManager, 
                                   String sourceDirectory, String bucketName){ 
        DirectoryUpload directoryUpload = 
            transferManager.uploadDirectory(UploadDirectoryRequest.builder() 
                .source(Paths.get(sourceDirectory)) 
                .bucket(bucketName) 
                .build()); 

        CompletedDirectoryUpload completedDirectoryUpload = 
 directoryUpload.completionFuture().join(); 
        completedDirectoryUpload.failedTransfers().forEach(fail -> 
            logger.warn("Object [{}] failed to transfer", fail.toString())); 
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https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/transfer/s3/model/UploadDirectoryRequest.html
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        return completedDirectoryUpload.failedTransfers().size(); 
    }

ローカルディレクトリへのS3 バケットオブジェクト
のダウンロード
S3 バケット内のオブジェクトをローカルディレクトリにダウンロードするには、まず転送マネージャの
downloadDirectory メソッドを呼び出し、DownloadDirectoryRequestを渡します。

DirectoryDownloadオブジェクトはダウンロードプロセスを表し、CompletedDirectoryDownloadリクエス
トが完了するとが生成されます。CompleteDirectoryDownloadオブジェクトには、転送に失敗した
ファイルなど、転送の結果に関する情報が含まれています。

インポート

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ObjectIdentifier;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.S3TransferManager;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CompletedDirectoryDownload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.DirectoryDownload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.DownloadDirectoryRequest;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import java.util.UUID;
import java.util.stream.Collectors;

コード

    public Integer downloadObjectsToDirectory(S3TransferManager transferManager, 
                                              String destinationPath, String bucketName) { 
        DirectoryDownload directoryDownload = 
            transferManager.downloadDirectory(DownloadDirectoryRequest.builder() 
                .destination(Paths.get(destinationPath)) 
                .bucket(bucketName) 
                .build()); 
        CompletedDirectoryDownload completedDirectoryDownload = 
 directoryDownload.completionFuture().join(); 

        completedDirectoryDownload.failedTransfers().forEach(fail -> 
            logger.warn("Object [{}] failed to transfer", fail.toString())); 
        return completedDirectoryDownload.failedTransfers().size(); 
    }

AWS SDK for Java 2.x でのウェイターの使用
AWS SDK for Java 2.x のウェイターユーティリティを使用すると、AWS リソースに対して操作を実行す
る前に、それらのリソースが指定された状態にあることを検証できます。

ウェイターは、DynamoDB テーブルや Amazon S3 バケットなどの AWS リソースを、目的の状態に到達
するまで (または、リソースが目的の状態に到達しないと判断されるまで) ポーリングするために使用さ
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れるアブストラクションです。煩雑でエラーが発生しやすい AWS リソースを継続的にポーリングするロ
ジックを作成する代わりに、ウェイターを使用してリソースをポーリングし、リソースの準備ができた後
もコードを実行し続けるようにすることができます。

前提条件
AWS SDK for Java を使用してプロジェクトでウェイターを使用する前に、AWS SDK for Java 2.xの設
定 (p. 11)の手順を完了する必要があります。

AWS SDK for Java のバージョン 2.15.0 以降を使用するように、プロジェクトの依存関係を (例:
pom.xml または build.gradle ファイルで) 設定する必要もあります。

例:

<project> 
  <dependencyManagement> 
   <dependencies> 
      <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>bom</artifactId> 
        <version>2.15.0</version> 
        <type>pom</type> 
        <scope>import</scope> 
      </dependency> 
   </dependencies> 
  </dependencyManagement>
</project>

ウェーターの使用
ウェイターオブジェクトをインスタンス化するには、最初にサービスクライアントを作成します。サービ
スクライアントの waiter() メソッドをウェイターオブジェクトの値として設定します。ウェイターイン
スタンスが存在するようになったら、適切なコードを実行するようにその応答オプションを設定します。

同期プログラミング
次のコードスニペットは、DynamoDB テーブルが存在するようになり、かつ、[ACTIVE] (アクティブ) 状
態になるまで待機する方法を示しています。

DynamoDbClient dynamo = DynamoDbClient.create();
DynamoDbWaiter waiter = dynamo.waiter();

WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse = 
  waiter.waitUntilTableExists(r -> r.tableName("myTable"));

// print out the matched response with a tableStatus of ACTIVE
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);

非同期プログラミング
次のコードスニペットは、DynamoDB テーブルが存在しなくなるまで待機する方法を示しています。

DynamoDbAsyncClient asyncDynamo = DynamoDbAsyncClient.create();
DynamoDbAsyncWaiter asyncWaiter = asyncDynamo.waiter();

CompletableFuture<WaiterResponse<DescribeTableResponse>> waiterResponse = 
          asyncWaiter.waitUntilTableNotExists(r -> r.tableName("myTable"));
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waiterResponse.whenComplete((r, t) -> { 
  if (t == null) { 
   // print out the matched ResourceNotFoundException 
   r.matched().exception().ifPresent(System.out::println); 
  }
}).join();

ウェイターの設定
ビルダーで overrideConfiguration() を使用して、ウェイターの設定をカスタマイズできます。一部
の操作では、リクエストを実行する際にカスタム設定を適用できます。

ウェイターを設定する
次のコードスニペットは、ウェイターの設定を上書きする方法を示しています。

// sync
DynamoDbWaiter waiter = 
   DynamoDbWaiter.builder() 
          .overrideConfiguration(b -> b.maxAttempts(10)) 
          .client(dynamoDbClient) 
          .build();
// async
DynamoDbAsyncWaiter asyncWaiter = 
   DynamoDbAsyncWaiter.builder() 
          .client(dynamoDbAsyncClient) 
          .overrideConfiguration(o -> o.backoffStrategy( 
               FixedDelayBackoffStrategy.create(Duration.ofSeconds(2)))) 
          .scheduledExecutorService(Executors.newScheduledThreadPool(3)) 
          .build();

特定のリクエストの設定をオーバーライド
次のコードスニペットは、リクエストごとにウェイターの設定を上書きする方法を示しています。すべて
の操作でカスタマイズ可能な設定があるわけではないことに注意してください。

waiter.waitUntilTableNotExists(b -> b.tableName("myTable"), 
               o -> o.maxAttempts(10));

asyncWaiter.waitUntilTableExists(b -> b.tableName("myTable"), 
                 o -> o.waitTimeout(Duration.ofMinutes(1)));

コード例
でウェイターを使用する詳細な例についてはDynamoDB、CreateTableAWSコード例リポジトリの .java を
参照してください。

でウェイターを使用する詳細な例についてはAmazon S3、AWSコード例リポジトリの S3BucketOps .java
を参照してください。
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AWS SDK for Java 2.x のコード例
このセクションでは、特定の機能、ユースケース、および AWS のサービスについて AWS SDK for Java 
2.x で使用できるプログラミング例を示します。

これらの例などのソースコードについては、[[[Code Examples Repository onAWS GitHub GitHub
GitHubGitHub GitHub

AWS ドキュメントチームに作成を検討してもらう新しいコード例を提案するには、新しいリクエストを
作成します。チームは、個々の API 呼び出しのみを対象とするシンプルなコードスニペットよりは、より
広範なシナリオやユースケースを対象とするコード例を作成しようとしています。手順については、上の
コード例リポジトリのコントリビューションガイドラインを参照してくださいGitHub。

トピック
• AWS SDK for Java2.x のガイド付きコード例 (p. 178)
• Java 2.x 用 SDK のコードサンプル (p. 298)

AWS SDK for Java2.x のガイド付きコード例
このセクションでは、AWSサービスを使用するアプリケーションの構築に使用できる、[Code Examples 
Repository on GitHub] で見つけてください。

これらの例などのソースコードについては、[[Code Examples Repository onAWS GRepository on 
GHub]GitHub で見つけてください。

AWS ドキュメントチームに作成を検討してもらう新しいコード例を提案するには、新しいリクエストを
作成します。チームは、個々の API 呼び出しのみを対象とするシンプルなコードスニペットよりは、より
広範なシナリオやユースケースを対象とするコード例を作成しようとしています。手順については、上の
コード例リポジトリのコントリビューションガイドラインを参照してくださいGitHub。

トピック
• AWSデータベースサービスとAWS SDK for Java 2.x (p. 179)
• Amazon S3 の使用 (p. 180)
• DynamoDBの使用 (p. 194)
• Amazon EC2の使用 (p. 216)
• IAMの使用 (p. 235)
• Amazon Athenaの使用 (p. 252)
• CloudWatchの使用 (p. 252)
• AWS CloudTrailの使用 (p. 262)
• Amazon Cognitoの使用 (p. 262)
• Amazon Kinesis Data Firehoseの使用 (p. 267)
• Amazon Forecastの使用 (p. 267)
• Kinesisの使用 (p. 267)
• AWS Lambda 関数の呼び出し、一覧表示、および削除 (p. 274)
• AWS Elemental MediaConvertの使用 (p. 276)
• AWS Elemental MediaStoreの使用 (p. 276)
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/main/CONTRIBUTING.md
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/main/CONTRIBUTING.md
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/main/CONTRIBUTING.md
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/main/CONTRIBUTING.md
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• AWS Migration Hubの使用 (p. 277)
• Amazon Pinpointの使用 (p. 277)
• Amazon Pollyの使用 (p. 284)
• Amazon SageMakerの使用 (p. 284)
• Amazon Simple Notification Serviceの使用 (p. 284)
• Amazon Simple Queue Serviceの使用 (p. 289)
• AWS Systems Managerの使用 (p. 293)
• Amazon Simple Workflow Serviceの使用 (p. 294)
• Amazon Transcribeの使用 (p. 294)
• Amazon Translateの使用 (p. 298)
• Amazon WorkDocsの使用 (p. 298)

AWSデータベースサービスとAWS SDK for Java 2.x
AWSには、リレーショナル、キーバリュー、インメモリ、ドキュメント、およびその他いくつか。SDK 
for Java 2.x のサポートは、のデータベースサービスの性質によって異なりますAWS。

たとえば、一部のデータベースサービスAmazon DynamoDBサービス、管理するウェブサービスAPIを用
意してくださいAWSリソース (データベース) と Web サービス API でデータを使用する。SDK for Java 
2.xでは、これらのタイプのサービスに専用のサービスクライアントがあります。たとえばDynamoDB ク
ライアント。

他のデータベースサービスには、リソースと相互作用するウェブサービス API があります。Amazon 
DocumentDBAPI (クラスター、インスタンス、リソース管理用) ですが、データを処理するためのウェブ
サービス API はありません。SDK for Java 2.x には対応するDocDbClientリソースを操作するためのイン
ターフェース。ただし、次のような別の Java API が必要です。MongoDB for Javaデータを処理します。

以下の例を使用して、さまざまなタイプのデータベースで SDK for Java 2.x サービスクライアントを使用
する方法を確認してください。

Amazon DynamoDB の例

データの使用 データベースでデータを使用する

SDK service client: DynamoDB クライアント SDK service client: DynamoDB クライアント

Example: DynamoDB を使ったリアクト/スプリン
グ REST アプリケーション

Examples: CreateTable, ListTables, DeleteTable

Examples: DynamoDB での例

SDK service client: DynamoDBEnhancedClient

Example: DynamoDB を使ったリアクト/スプリン
グ REST アプリケーション

Examples: DynamoDB での例 (names starting with 
'Enhanced")

「」を参照してください。DynamoDB での例 (p. 194)このガイドの「ガイド付きコード例」セクション
にあります。
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http://aws.amazon.com/products/databases/
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/APIReference/Welcome.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/dynamodb/DynamoDbClient.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/dynamodb/DynamoDbClient.html
https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/api-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/api-reference.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/docdb/DocDbClient.html
https://www.mongodb.com/developer/languages/java/
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/dynamodb/DynamoDbClient.html
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/dynamodb/src/main/java/com/example/dynamodb
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/dynamodb/src/main/java/com/example/dynamodb
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/enhanced/dynamodb/DynamoDbEnhancedClient.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/usecases/creating_dynamodb_web_app
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/usecases/creating_dynamodb_web_app
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/dynamodb/src/main/java/com/example/dynamodb
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Amazon RDS での例

データの使用 データベースでデータを使用する

非SDK API: JDBC、データベース固有の SQL フ
レーバー

SDK サービスクライアント:RdsClient

例: MySQL を使った React/Spring REST アプリ
ケーション

例: いくつか RdsClient 例

Amazon Redshiftの例

データの使用 データベースでデータを使用する

SDK サービスクライアント:RedshiftDataClient SDK サービスクライアント:RedshiftClient

例: いくつか RedshiftDataClient 例 例: いくつか RedshiftClient 例

例: React/Spring RESTアプリケーションを使用し
て RedshiftDataClient

 

Amazon Aurora Serverless v1 の例

データの使用 データベースでデータを使用する

SDK サービスクライアント:RdsDataClient SDK サービスクライアント:RdsClient

例: React/Spring RESTアプリケーションを使用し
て RdsDataClient

例: いくつか RdsClient 例

Amazon DocumentDB の例

データの使用 データベースでデータを使用する

非SDK API: MongoDB 固有の Java ライブラリ (例
えばMongoDB for Java)

SDK サービスクライアント:DocDbClient

例: DocumentDB (モンゴ) 開発者ガイド(「Java」
タブを選択)

 

Amazon S3 の使用
このセクションでは、を使用したAmazon Simple Storage Serviceのサービスのクライアントの例を示しま
すAWS SDK for Java 2.x。

次の例には各手法を示すのに必要なコードのみが含まれます。完全なサンプルコードはでご覧いただけま
すGitHub。そこから、単一のソースファイルをダウンロードするかリポジトリをローカルにクローン作成
して、ビルドし実行するためのすべての例を取得できます。
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https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/rds/RdsClient.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/usecases/Creating_rds_item_tracker
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/usecases/Creating_rds_item_tracker
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/rds/src/main/java/com/example/rds
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/redshiftdata/RedshiftDataClient.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/redshift/RedshiftClient.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/redshift/src/main/java/com/example/redshiftdata
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/redshift/src/main/java/com/example/redshift
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/usecases/CreatingSpringRedshiftRest
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/usecases/CreatingSpringRedshiftRest
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/rdsdata/RdsDataClient.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/rds/RdsClient.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/usecases/Creating_Spring_RDS_%20Rest
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/usecases/Creating_Spring_RDS_%20Rest
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/rds/src/main/java/com/example/rds
https://www.mongodb.com/developer/languages/java/
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/docdb/DocDbClient.html
https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/connect_programmatically.html#connect_programmatically-tls_enabled
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/s3/
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2
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Note

バージョン 2.18.x 以降では、は、バケット名が有効な DNS ラベルである限り、AWS SDK for 
Java 2.xエンドポイントオーバーライドを含めるときに仮想ホスト形式のアドレスを使用しま
す。
forcePathStyletrueクライアントビルダーでメソッドを呼び出して、クライアントにバケッ
トにパス形式のアドレス指定を使用するように強制します。
次の例は、エンドポイントオーバーライドが設定され、パス形式のアドレッシングを使用する
サービスクライアントを示しています。

S3Client client = S3Client.builder() 
                          .region(Region.US_WEST_2) 
                          .endpointOverride(URI.create("https://s3.us-
west-2.amazonaws.com")) 
                          .forcePathStyle(true) 
                          .build();

アクセスポイントまたはマルチリージョンアクセスポイント
Amazon S3 アクセスポイントまたはマルチリージョンアクセスポイントを設定した
ら、putObjectgetObjectやなどのオブジェクトメソッドを呼び出して、バケット名の代わりにアクセ
スポイント識別子を指定できます。

たとえば、アクセスポイントの ARN 識別子がの場合arn:aws:s3:us-
west-2:123456789012:accesspoint/test、putObject次のスニペットを使用してメソッドを呼び
出すことができます。

        Path path = Paths.get(URI.create("file:///temp/file.txt")); 
         
        s3Client.putObject(builder -> builder 
                        .key("myKey") 
                        .bucket("arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/test") 
                , path);

ARN 文字列の代わりに、bucketアクセスポイントのバケットスタイルのエイリアスをパラメータに使用
することもできます。

マルチリージョンアクセスポイントを使用するには、bucketパラメータを次の形式のマルチリージョン
ARN ポイントに代えます。

arn:aws:s3::account-id:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias

SDK for Java を使用してマルチリージョンアクセスポイントと連携するには、次の Maven 依存関係を追
加します。Maven セントラルで最新バージョンを検索してください。

<dependency> 
  <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
  <artifactId>auth-crt</artifactId> 
  <version>VERSION</version>
</dependency>

トピック
• Amazon S3 バケットの作成、一覧表示、削除 (p. 182)
• Amazon S3オブジェクトの使用 (p. 186)
• Amazon S3 の事前署名された URL の使用 (p. 191)
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https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/s3/S3BaseClientBuilder.html#forcePathStyle(java.lang.Boolean
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/MultiRegionAccessPoints.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-points.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/MultiRegionAccessPoints.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-points.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-points-alias.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-points-alias.html
https://search.maven.org/search?q=a:auth-crt
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• S3 Glacierの使用 (p. 194)

Amazon S3 バケットの作成、一覧表示、削除
Amazon S3 の各オブジェクト (ファイル) がバケット内に存在している必要があります。バケットは、オ
ブジェクトの集合 (コンテナ) を表します。各バケットには、一意のキー (名前) が必要です。バケットおよ
びその設定についての詳細は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの Amazon S3 バケットの
使用を参照してください。

Note

ベストプラクティス
AbortIncompleteMultipartUploadAmazon S3バケットのライフサイクルルールを有効にすることを
お勧めします。
このルールは、開始後、指定された日数内に完了しないマルチパートアップロードを中止するよ
う Amazon S3 に指示できます。設定した時間制限を超えると、Amazon S3 はアップロードを中
止して、不完全なアップロードデータを削除します。
詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのバージョニングを使用したバ
ケットのライフサイクル設定を参照してください。
Note

これらのコードスニペットは、ユーザーが基本的な内容を理解しており、かつ、the section 
called “SDK のシングルサインオンアクセスをセットアップ” (p. 13) の情報を使用してデフォルト
の AWS 認証情報を設定していることを前提としています。

トピック
• バケットの作成 (p. 182)
• バケットを一覧表示します (p. 183)
• バケットを削除する (p. 184)

バケットの作成
CreateBucketRequestを作成して、バケット名を指定します。これを S3ClientcreateBucket のメソッ
ドに渡します。バケットの一覧表示または削除などのオペレーションを行うには、後の例に示すよう
に、S3Client を使用します。

インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListBucketsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListBucketsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.waiters.S3Waiter;

Code

最初に、S3Client を作成します。

        ProfileCredentialsProvider credentialsProvider = 
 ProfileCredentialsProvider.create(); 
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingBucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingBucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/RESTBucketPUTlifecycle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/lifecycle-configuration-bucket-with-versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/lifecycle-configuration-bucket-with-versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/CreateBucketRequest.html
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        Region region = Region.US_EAST_1; 
        S3Client s3 = S3Client.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(credentialsProvider) 
            .build();

バケットの作成リクエストを作成します。

     // Create a bucket by using a S3Waiter object 
    public static void createBucket( S3Client s3Client, String bucketName) { 

        try { 
            S3Waiter s3Waiter = s3Client.waiter(); 
            CreateBucketRequest bucketRequest = CreateBucketRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            s3Client.createBucket(bucketRequest); 
            HeadBucketRequest bucketRequestWait = HeadBucketRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            // Wait until the bucket is created and print out the response. 
            WaiterResponse<HeadBucketResponse> waiterResponse = 
 s3Waiter.waitUntilBucketExists(bucketRequestWait); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            System.out.println(bucketName +" is ready"); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

の完全な例を参照してください GitHub。

バケットを一覧表示します

ビルド ListBucketsRequest. S3ClientlistBuckets のメソッドを使用してバケットのリストを取得しま
す。リクエストが成功すると、a ListBucketsResponseが返されます。この応答オブジェクトを使用して、
バケットのリストを取得します。

インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListBucketsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListBucketsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.waiters.S3Waiter;

Code

最初に、S3Client を作成します。
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/s3/src/main/java/com/example/s3/S3BucketOps.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/ListBucketsRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/ListBucketsResponse.html
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        ProfileCredentialsProvider credentialsProvider = 
 ProfileCredentialsProvider.create(); 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        S3Client s3 = S3Client.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(credentialsProvider) 
            .build();

バケットの一覧表示リクエストを作成します。

        // List buckets 
        ListBucketsRequest listBucketsRequest = ListBucketsRequest.builder().build(); 
        ListBucketsResponse listBucketsResponse = s3.listBuckets(listBucketsRequest); 
        listBucketsResponse.buckets().stream().forEach(x -> System.out.println(x.name()));

の完全な例を参照してください GitHub。

バケットを削除する

Amazon S3 バケットを削除する前に、バケットが空であることを必ず確認してください。空でない場合
は、エラーが返ります。バージョニングされたバケットがある場合は、このバケット内にあるバージョニ
ングされたオブジェクトも削除する必要があります。

トピック
• バケット内のオブジェクトを削除する (p. 184)
• 空のバケットを削除する (p. 185)

バケット内のオブジェクトを削除する

ListObjectsV2Request を構築後、S3ClientlistObjects メソッドを使用して、バケット内にあるオブ
ジェクトのリストを取得します。次に、オブジェクトごとに deleteObject メソッドを使用して削除し
ます。

インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsV2Request;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsV2Response;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Object;

Code

最初に、S3Client を作成します。

        ProfileCredentialsProvider credentialsProvider = 
 ProfileCredentialsProvider.create(); 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        S3Client s3 = S3Client.builder() 
                .region(region) 
                .credentialsProvider(credentialsProvider) 
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/s3/src/main/java/com/example/s3/S3BucketOps.java
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/ListObjectsV2Request.html
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                .build();

バケット内のすべてのオブジェクトを削除します。

    public static void deleteObjectsInBucket (S3Client s3, String bucket) { 

        try { 
            // To delete a bucket, all the objects in the bucket must be deleted first. 
            ListObjectsV2Request listObjectsV2Request = ListObjectsV2Request.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .build(); 
            ListObjectsV2Response listObjectsV2Response; 

            do { 
                listObjectsV2Response = s3.listObjectsV2(listObjectsV2Request); 
                for (S3Object s3Object : listObjectsV2Response.contents()) { 
                    DeleteObjectRequest request = DeleteObjectRequest.builder() 
                            .bucket(bucket) 
                            .key(s3Object.key()) 
                            .build(); 
                    s3.deleteObject(request); 
                } 
            } while (listObjectsV2Response.isTruncated());

の完全な例を参照してください GitHub。

空のバケットを削除する

バケット名を指定してビルドし、S3ClientdeleteBucket のメソッドに渡します。DeleteBucketRequest

インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListBucketsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListBucketsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.waiters.S3Waiter;

Code

最初に、S3Client を作成します。

        ProfileCredentialsProvider credentialsProvider = 
 ProfileCredentialsProvider.create(); 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        S3Client s3 = S3Client.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(credentialsProvider) 
            .build();

バケットを削除します。

        DeleteBucketRequest deleteBucketRequest = DeleteBucketRequest.builder() 

185

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/s3/src/main/java/com/example/s3/S3BucketDeletion.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/DeleteBucketRequest.html
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            .bucket(bucket) 
            .build(); 

        s3.deleteBucket(deleteBucketRequest); 
        s3.close();

の完全な例を参照してください GitHub。

Amazon S3オブジェクトの使用
Amazon S3 オブジェクトは、ファイルまたはデータの集合を表します。オブジェクトはすべて、バケッ
ト (p. 182)に格納する必要があります。

Note

ベストプラクティス
AbortIncompleteMultipartUploadAmazon S3バケットのライフサイクルルールを有効にすることを
お勧めします。
このルールは、開始後、指定された日数内に完了しないマルチパートアップロードを中止するよ
う Amazon S3 に指示できます。設定した時間制限を超えると、Amazon S3 はアップロードを中
止して、不完全なアップロードデータを削除します。
詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのバージョニングを使用したバ
ケットのライフサイクル設定を参照してください。

Note

これらのコードスニペットは、ユーザーが基本的な内容を理解しており、かつ、the section 
called “SDK のシングルサインオンアクセスをセットアップ” (p. 13) の情報を使用してデフォルト
の AWS 認証情報を設定していることを前提としています。

トピック
• オブジェクトのアップロード (p. 186)
• 複数のパートに分けてオブジェクトをアップロードする (p. 187)
• オブジェクトの削除 (p. 189)
• オブジェクトのコピー (p. 189)
• オブジェクトのリスト化 (p. 190)
• その他のポリシーのの例 (p. 191)

オブジェクトのアップロード

PutObjectRequestを作成して、バケット名とキー名を指定します。次に、S3ClientputObject
RequestBodyのメソッドに、オブジェクトの内容とオブジェクトを含むを使用しま
す。PutObjectRequestバケットが存在している必要があり、存在しない場合はエラーが返ります。

インポート

import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Random;
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.paginators.ListObjectsV2Iterable;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsV2Request;
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/s3/src/main/java/com/example/s3/S3BucketOps.java
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/RESTBucketPUTlifecycle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/lifecycle-configuration-bucket-with-versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/lifecycle-configuration-bucket-with-versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/PutObjectRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/core/sync/RequestBody.html
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import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsV2Response;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateMultipartUploadRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateMultipartUploadResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompletedMultipartUpload;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompletedPart;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.UploadPartRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompleteMultipartUploadRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.waiters.S3Waiter;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketResponse;

Code

        Region region = Region.US_WEST_2; 
        s3 = S3Client.builder() 
                .region(region) 
                .build(); 

        createBucket(s3, bucketName, region); 

        PutObjectRequest objectRequest = PutObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(key) 
                .build(); 

        s3.putObject(objectRequest, 
 RequestBody.fromByteBuffer(getRandomByteBuffer(10_000)));

の完全な例を参照してくださいGitHub。

複数のパートに分けてオブジェクトをアップロードする

S3ClientcreateMultipartUpload のメソッドを使用してアップロード ID を取得します。次
に、uploadPart メソッドを使用して、各パートをアップロードします。最後に、S3Client の
completeMultipartUpload メソッドを使用して、アップロードされたすべてのパーツをマージし、
アップロード操作を終了するよう Amazon S3 に指示します。

インポート

import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Random;
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.paginators.ListObjectsV2Iterable;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsV2Request;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsV2Response;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateMultipartUploadRequest;
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/s3/src/main/java/com/example/s3/S3ObjectOperations.java
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import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateMultipartUploadResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompletedMultipartUpload;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompletedPart;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.UploadPartRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompleteMultipartUploadRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.waiters.S3Waiter;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketResponse;

Code

        // First create a multipart upload and get the upload id 
        CreateMultipartUploadRequest createMultipartUploadRequest = 
 CreateMultipartUploadRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(key) 
                .build(); 

        CreateMultipartUploadResponse response = 
 s3.createMultipartUpload(createMultipartUploadRequest); 
        String uploadId = response.uploadId(); 
        System.out.println(uploadId); 

        // Upload all the different parts of the object 
        UploadPartRequest uploadPartRequest1 = UploadPartRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                 .key(key) 
                .uploadId(uploadId) 
                .partNumber(1).build(); 

        String etag1 = s3.uploadPart(uploadPartRequest1, 
 RequestBody.fromByteBuffer(getRandomByteBuffer(5 * mB))).eTag(); 

        CompletedPart part1 = CompletedPart.builder().partNumber(1).eTag(etag1).build(); 

        UploadPartRequest uploadPartRequest2 = 
 UploadPartRequest.builder().bucket(bucketName).key(key) 
                .uploadId(uploadId) 
                .partNumber(2).build(); 
        String etag2 = s3.uploadPart(uploadPartRequest2, 
 RequestBody.fromByteBuffer(getRandomByteBuffer(3 * mB))).eTag(); 
        CompletedPart part2 = CompletedPart.builder().partNumber(2).eTag(etag2).build(); 

        // Finally call completeMultipartUpload operation to tell S3 to merge all uploaded 
        // parts and finish the multipart operation. 
        CompletedMultipartUpload completedMultipartUpload = 
 CompletedMultipartUpload.builder() 
                .parts(part1, part2) 
                .build(); 

        CompleteMultipartUploadRequest completeMultipartUploadRequest = 
                CompleteMultipartUploadRequest.builder() 
                        .bucket(bucketName) 
                        .key(key) 
                        .uploadId(uploadId) 
                        .multipartUpload(completedMultipartUpload) 
                        .build(); 

        s3.completeMultipartUpload(completeMultipartUploadRequest);

の完全な例を参照してくださいGitHub。
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オブジェクトの削除

DeleteObjectRequestを作成して、バケット名とキー名を指定します。S3ClientdeleteObject のメソッ
ドを使用して、削除するバケットの名前とオブジェクトを渡します。指定されたバケットとオブジェクト
キーが存在している必要があり、存在しない場合はエラーが返ります。

インポート

import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Random;
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.paginators.ListObjectsV2Iterable;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsV2Request;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsV2Response;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateMultipartUploadRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateMultipartUploadResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompletedMultipartUpload;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompletedPart;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.UploadPartRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompleteMultipartUploadRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.waiters.S3Waiter;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadBucketResponse;

Code

        DeleteObjectRequest deleteObjectRequest = DeleteObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(key) 
                .build(); 

        s3.deleteObject(deleteObjectRequest);

の完全な例を参照してくださいGitHub。

オブジェクトのコピー

CopyObjectRequestを作成し、オブジェクトをコピーするバケット名、URL でエンコードされ
た文字列値 (URLEncoder.encode メソッドを参照)、およびオブジェクトのキー名を指定しま
す。S3ClientcopyObject のメソッドを使用して、CopyObjectRequestオブジェクトを渡します。指定さ
れたバケットとオブジェクトキーが存在している必要があり、存在しない場合はエラーが返ります。

インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CopyObjectRequest;
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/DeleteObjectRequest.html
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/CopyObjectRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/CopyObjectRequest.html
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import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CopyObjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;

Code

    public static String copyBucketObject (S3Client s3, String fromBucket, String 
 objectKey, String toBucket) { 

        CopyObjectRequest copyReq = CopyObjectRequest.builder() 
            .sourceBucket(fromBucket) 
            .sourceKey(objectKey) 
            .destinationBucket(toBucket) 
            .destinationKey(objectKey) 
            .build(); 

        try { 
            CopyObjectResponse copyRes = s3.copyObject(copyReq); 
            return copyRes.copyObjectResult().toString(); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

オブジェクトのリスト化

ListObjectsRequestを作成して、バケット名を指定します。次に、S3ClientlistObjects のメソッドを呼
び出し、ListObjectsRequestオブジェクトを渡します。ListObjectsResponseこのメソッドは、バケット内
のすべてのオブジェクトを含むを返します。このオブジェクトの contents メソッドを呼び出して、オブ
ジェクトのリストを取得できます。次のコード例に示すように、このリストを反復処理してオブジェクト
を表示できます。

インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Object;
import java.util.List;

Code

    public static void listBucketObjects(S3Client s3, String bucketName ) { 

        try { 
            ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest 
                .builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects); 
            List<S3Object> objects = res.contents(); 
            for (S3Object myValue : objects) { 
                System.out.print("\n The name of the key is " + myValue.key()); 

190

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/s3/src/main/java/com/example/s3/CopyObject.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/ListObjectsRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/ListObjectsRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/ListObjectsResponse.html
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                System.out.print("\n The object is " + calKb(myValue.size()) + " KBs"); 
                System.out.print("\n The owner is " + myValue.owner()); 
            } 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    //convert bytes to kbs. 
    private static long calKb(Long val) { 
        return val/1024; 
    }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

その他のポリシーのの例

このガイドの「コード例 (p. 657)」セクションには、オブジェクトのダウンロード方法な
ど (p. 669)、Amazon S3 オブジェクトの操作例が他にも掲載されています。

Amazon S3 の事前署名された URL の使用
S3Presigner オブジェクトを使用して Amazon S3 SdkRequest に署名し、呼び出し元の側で認証し
なくてもそのオブジェクトが実行されるようにすることができます。たとえば、Alice に S3 オブジェ
クトへのアクセス権限があり、そのオブジェクトへのアクセス権限を一時的に Bob と共有するとしま
す。GetObjectRequestアリスは署名済みのオブジェクトを生成してボブと安全に共有できるため、ボブは
アリスの認証情報にアクセスしなくてもオブジェクトをダウンロードできます。

トピック
• 署名付き URL の生成とオブジェクトのアップロード (p. 191)
• 署名付きオブジェクトの取得 (p. 192)

署名付き URL の生成とオブジェクトのアップロード

クライアントオブジェクトを表す S3Presigner オブジェクトを作成します。次
に、PresignedPutObjectRequest追加の署名や認証を必要とせずに後で実行できるオブジェクト
を作成します。このオブジェクトを作成するときに、バケット名とキー名を指定できます。さら
に、signatureDuration メソッドを呼び出して、認証情報を使用せずにバケットにアクセスできる時間
を分単位で指定することもできます (次のコード例を参照)。

PresignedPutObjectRequestオブジェクトを使用して、urlそのメソッドを呼び出すことで URL を取得で
きます。

インポート

import java.io.IOException;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.time.Duration;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.services.s3.presigner.model.PresignedPutObjectRequest;
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/s3/src/main/java/com/example/s3/ListObjects.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/presigner/S3Presigner.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/GetObjectRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/presigner/S3Presigner.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/presigner/model/PresignedPutObjectRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/presigner/model/PresignedPutObjectRequest.html
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import software.amazon.awssdk.services.s3.presigner.S3Presigner;
import software.amazon.awssdk.services.s3.presigner.model.PutObjectPresignRequest;

Code

次の Java コード例では、コンテンツを署名付き S3 バケットにアップロードします。

    public static void signBucket(S3Presigner presigner, String bucketName, String keyName) 
 { 

        try { 
            Map<String, String> metadata = new HashMap<>(); 
            metadata.put("author","Mary Doe"); 
            metadata.put("version","1.0.0.0"); 

            PutObjectRequest objectRequest = PutObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(keyName) 
                .contentType("text/plain") 
                .metadata(metadata) 
                .build(); 

            PutObjectPresignRequest presignRequest = PutObjectPresignRequest.builder() 
                .signatureDuration(Duration.ofMinutes(10)) 
                .putObjectRequest(objectRequest) 
                .build(); 

            PresignedPutObjectRequest presignedRequest = 
 presigner.presignPutObject(presignRequest); 
            System.out.println("Presigned URL to upload a file to: " + 
 presignedRequest.url()); 
            System.out.println("Which HTTP method needs to be used when uploading a file: " 
 + presignedRequest.httpRequest().method()); 

            // Upload content to the Amazon S3 bucket by using this URL. 
            URL url = presignedRequest.url(); 

            // Create the connection and use it to upload the new object. 
            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
            connection.setDoOutput(true); 
            connection.setRequestProperty("Content-Type","text/plain"); 
            connection.setRequestProperty("x-amz-meta-author","Mary Doe"); 
            connection.setRequestProperty("x-amz-meta-version","1.0.0.0"); 
            connection.setRequestMethod("PUT"); 
            OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter(connection.getOutputStream()); 
            out.write("This text was uploaded as an object by using a presigned URL."); 
            out.close(); 

            connection.getResponseCode(); 
            System.out.println("HTTP response code is " + connection.getResponseCode()); 

        } catch (S3Exception | IOException e) { 
            e.getStackTrace(); 
        } 
    }

の完全な例を参照してください GitHub。

署名付きオブジェクトの取得
クライアントオブジェクトを表す S3Presigner オブジェクトを作成します。次に、GetObjectRequestオ
ブジェクトを作成し、バケット名とキー名を指定します。さらに、GetObjectPresignRequest追加の署
名や認証を必要とせずに後で実行できるオブジェクトを作成します。このオブジェクトを作成するとき

192

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/s3/src/main/java/com/example/s3/GeneratePresignedUrlAndUploadObject.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/presigner/S3Presigner.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/model/GetObjectRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/s3/presigner/model/GetObjectPresignRequest.html
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に、signatureDuration メソッドを呼び出して、認証情報を使用せずにバケットにアクセスできる時間
を分単位で指定できます (次のコード例を参照)。

S3PresignerpresignGetObjectPresignedGetObjectRequestオブジェクトに属するメソッドを呼び出し
てオブジェクトを作成します。このオブジェクトの url メソッドを呼び出して、使用する URL を取得で
きます。URL を取得したら、次の Java コード例に示すように、標準の HTTP Java ロジックを使用してバ
ケットのコンテンツを読み取ることができます。

インポート

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.time.Duration;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.services.s3.presigner.model.GetObjectPresignRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.presigner.model.PresignedGetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.presigner.S3Presigner;
import software.amazon.awssdk.utils.IoUtils;

Code

次の Java コード例では、署名付き S3 バケットからコンテンツを読み取ります。

       public static void getPresignedUrl(S3Presigner presigner, String bucketName, String 
 keyName ) { 

           try { 
               GetObjectRequest getObjectRequest = GetObjectRequest.builder() 
                   .bucket(bucketName) 
                   .key(keyName) 
                   .build(); 

               GetObjectPresignRequest getObjectPresignRequest = 
 GetObjectPresignRequest.builder() 
                   .signatureDuration(Duration.ofMinutes(60)) 
                   .getObjectRequest(getObjectRequest) 
                   .build(); 

               PresignedGetObjectRequest presignedGetObjectRequest = 
 presigner.presignGetObject(getObjectPresignRequest); 
               String theUrl = presignedGetObjectRequest.url().toString(); 
               System.out.println("Presigned URL: " + theUrl); 
               HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) 
 presignedGetObjectRequest.url().openConnection(); 
               presignedGetObjectRequest.httpRequest().headers().forEach((header, values) -
> { 
                values.forEach(value -> { 
                    connection.addRequestProperty(header, value); 
                 }); 
               }); 

               // Send any request payload that the service needs (not needed when 
 isBrowserExecutable is true). 
               if (presignedGetObjectRequest.signedPayload().isPresent()) { 
                   connection.setDoOutput(true); 

               try (InputStream signedPayload = 
 presignedGetObjectRequest.signedPayload().get().asInputStream(); 
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                    OutputStream httpOutputStream = connection.getOutputStream()) { 
                    IoUtils.copy(signedPayload, httpOutputStream); 
               } 
           } 

           // Download the result of executing the request. 
           try (InputStream content = connection.getInputStream()) { 
               System.out.println("Service returned response: "); 
               IoUtils.copy(content, System.out); 
           } 

       } catch (S3Exception | IOException e) { 
           e.getStackTrace(); 
       } 
    }

の完全な例を参照してください GitHub。

S3 Glacierの使用
S3 Glacier は、データのバックアップとアーカイブ用に、安全で耐久性の高い柔軟なストレージを提供す
る、非常に低コストのストレージサービスです。手順を含む完全なサンプルコードについては、次のリ
ソースを参照してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

DynamoDBの使用
このセクションでは、プログラム方法の例を示します。DynamoDBを使用してAWS SDK for Java2.x。

次の例には各手法を示すのに必要なコードのみが含まれます。完全なサンプルコードは GitHub で入手で
きます。そこから、単一のソースファイルをダウンロードするかリポジトリをローカルにクローン作成し
て、ビルドし実行するためのすべての例を取得できます。

トピック
• DynamoDB でのテーブルの操作 (p. 194)
• DynamoDB での項目の操作 (p. 201)
• DynamoDB テーブルでの項目のマッピング (p. 206)

DynamoDB でのテーブルの操作
テーブルは、DynamoDB データベースのすべての項目のコンテナです。DynamoDB のデータの追加また
は削除を行う前に、テーブルを作成する必要があります。

テーブルごとに、以下を定義する必要があります。

• アカウントおよびリージョンに一意であるテーブル名。
• プライマリキー。すべての値は一意でなければならず、テーブル内のどの 2 つの項目も同じプライマリ

キー値を持つことはできません。

プライマリキーは、単一のパーティション (ハッシュ) キーで構成されるシンプルなプライマリキーにす
るか、パーティションとソート (範囲) キーで構成される複合プライマリキーにすることができます。

各キーバリューには、ScalarAttributeType クラスによって列挙されるデータ型が関連付けられてい
ます。キー値は、バイナリ (B)、数値 (N)、または文字列 (S) になります。詳細については、Amazon 
DynamoDB デベロッパーガイドの命名規則とデータ型を参照してください。
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• テーブル用に予約された読み込み/書き込みキャパシティーユニットの数を定義するプロビジョンドス
ループットの値。

Note

Amazon DynamoDB価格は、テーブルに設定したプロビジョニングされたスループット値に基
づくため、テーブルに必要と想定される分だけの容量を予約します。

テーブルのプロビジョンドスループットはいつでも変更できるため、必要に応じてキャパシティーを調
整できます。

テーブルの作成

新しい DynamoDB テーブルを作成するには、DynamoDbClient の createTable メソッドを使用しま
す。テーブルのプライマリキーを識別するために使用する、テーブル属性とテーブルスキーマを構築する
必要があります。また、最初のプロビジョニングされたスループット値およびテーブル名を指定する必要
があります。

Note

選択した名前のテーブルがすでに存在している場合は、DynamoDbException がスローされます。

インポート

import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScalarAttributeType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScalarAttributeType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeySchemaElement;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ProvisionedThroughput;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeyType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.waiters.DynamoDbWaiter;

シンプルプライマリキーを使用してテーブルを作成する

このコードでは、シンプルプライマリキー (「Name」) を持つテーブルを作成します。

Code

    public static String createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String key) { 

        DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter(); 
        CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder() 
                .attributeDefinitions(AttributeDefinition.builder() 
                        .attributeName(key) 
                        .attributeType(ScalarAttributeType.S) 
                        .build()) 
                .keySchema(KeySchemaElement.builder() 
                        .attributeName(key) 
                        .keyType(KeyType.HASH) 
                        .build()) 
                .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder() 
                        .readCapacityUnits(new Long(10)) 
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                        .writeCapacityUnits(new Long(10)) 
                        .build()) 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

        String newTable =""; 
        try { 
            CreateTableResponse response = ddb.createTable(request); 
            DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder() 
                    .tableName(tableName) 
                    .build(); 

            // Wait until the Amazon DynamoDB table is created 
            WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =  
 dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 

            newTable = response.tableDescription().tableName(); 
            return newTable; 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
       return ""; 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

複合プライマリキーを使用してテーブルを作成する

別の AttributeDefinition および KeySchemaElement を CreateTableRequest に追加します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeySchemaElement;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeyType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ProvisionedThroughput;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScalarAttributeType;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;

Code

    public static String createTableComKey(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 
        CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder() 
                .attributeDefinitions( 
                        AttributeDefinition.builder() 
                                .attributeName("Language") 
                                .attributeType(ScalarAttributeType.S) 
                                .build(), 
                        AttributeDefinition.builder() 
                                .attributeName("Greeting") 
                                .attributeType(ScalarAttributeType.S) 
                                .build()) 
                .keySchema( 
                        KeySchemaElement.builder() 
                                .attributeName("Language") 
                                .keyType(KeyType.HASH) 
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                                .build(), 
                        KeySchemaElement.builder() 
                                .attributeName("Greeting") 
                                .keyType(KeyType.RANGE) 
                                .build()) 
                .provisionedThroughput( 
                        ProvisionedThroughput.builder() 
                                .readCapacityUnits(new Long(10)) 
                                .writeCapacityUnits(new Long(10)).build()) 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

       String tableId = ""; 

       try { 
            CreateTableResponse result = ddb.createTable(request); 
            tableId = result.tableDescription().tableId(); 
            return tableId; 
        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
       return ""; 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

テーブルの一覧表示

特定のリージョンのテーブルを一覧表示するには、DynamoDbClient の listTables メソッドを呼び出し
ます。

Note

指定したテーブルがアカウントやリージョンにない場合は、ResourceNotFoundException がス
ローされます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ListTablesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import java.util.List;

Code

    public static void listAllTables(DynamoDbClient ddb){ 

        boolean moreTables = true; 
        String lastName = null; 

        while(moreTables) { 
            try { 
                ListTablesResponse response = null; 
                if (lastName == null) { 
                    ListTablesRequest request = ListTablesRequest.builder().build(); 
                    response = ddb.listTables(request); 
                } else { 
                    ListTablesRequest request = ListTablesRequest.builder() 
                            .exclusiveStartTableName(lastName).build(); 
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                    response = ddb.listTables(request); 
                } 

                List<String> tableNames = response.tableNames(); 

                if (tableNames.size() > 0) { 
                    for (String curName : tableNames) { 
                        System.out.format("* %s\n", curName); 
                    } 
                } else { 
                    System.out.println("No tables found!"); 
                    System.exit(0); 
                } 

                lastName = response.lastEvaluatedTableName(); 
                if (lastName == null) { 
                    moreTables = false; 
                } 
            } catch (DynamoDbException e) { 
                System.err.println(e.getMessage()); 
                System.exit(1); 
            } 
        } 
        System.out.println("\nDone!"); 
    }

デフォルトでは、1 回の呼び出しで最大 100 個のテーブルが返ります。評価された最後のテーブルを取得
するには、返された ListTablesResponse オブジェクトに対して lastEvaluatedTableName を使用しま
す。この値を使用して、前回の一覧表示で返された最後の値以降から、一覧表示を開始できます。

GitHub で完全な例をご覧ください。

テーブルの説明 (テーブルに関する情報の取得)

DynamoDbClient の describeTable メソッドを呼び出します。

Note

指定したテーブルがアカウントやリージョンにない場合は、ResourceNotFoundException がス
ローされます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ProvisionedThroughputDescription;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.TableDescription;
import java.util.List;

Code

    public static void describeDymamoDBTable(DynamoDbClient ddb,String tableName ) { 

        DescribeTableRequest request = DescribeTableRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

        try { 
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            TableDescription tableInfo = 
                    ddb.describeTable(request).table(); 

            if (tableInfo != null) { 
                System.out.format("Table name  : %s\n", 
                        tableInfo.tableName()); 
                System.out.format("Table ARN   : %s\n", 
                        tableInfo.tableArn()); 
                System.out.format("Status      : %s\n", 
                        tableInfo.tableStatus()); 
                System.out.format("Item count  : %d\n", 
                        tableInfo.itemCount().longValue()); 
                System.out.format("Size (bytes): %d\n", 
                        tableInfo.tableSizeBytes().longValue()); 

                ProvisionedThroughputDescription throughputInfo = 
                        tableInfo.provisionedThroughput(); 
                System.out.println("Throughput"); 
                System.out.format("  Read Capacity : %d\n", 
                        throughputInfo.readCapacityUnits().longValue()); 
                System.out.format("  Write Capacity: %d\n", 
                        throughputInfo.writeCapacityUnits().longValue()); 

                List<AttributeDefinition> attributes = 
                        tableInfo.attributeDefinitions(); 
                System.out.println("Attributes"); 

                for (AttributeDefinition a : attributes) { 
                    System.out.format("  %s (%s)\n", 
                            a.attributeName(), a.attributeType()); 
                } 
            } 
        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("\nDone!"); 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

テーブルの変更 (更新)

DynamoDbClient の updateTable メソッドを呼び出すことで、テーブルのプロビジョニングされたス
ループット値を随時変更できます。

Note

指定したテーブルがアカウントやリージョンにない場合は、ResourceNotFoundException がス
ローされます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ProvisionedThroughput;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateTableRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;

Code

    public static void updateDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, 
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                                           String tableName, 
                                           Long readCapacity, 
                                           Long writeCapacity) { 

        System.out.format( 
                "Updating %s with new provisioned throughput values\n", 
                tableName); 
        System.out.format("Read capacity : %d\n", readCapacity); 
        System.out.format("Write capacity : %d\n", writeCapacity); 

        ProvisionedThroughput tableThroughput = ProvisionedThroughput.builder() 
                .readCapacityUnits(readCapacity) 
                .writeCapacityUnits(writeCapacity) 
                .build(); 

        UpdateTableRequest request = UpdateTableRequest.builder() 
                .provisionedThroughput(tableThroughput) 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

        try { 
            ddb.updateTable(request); 
        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        System.out.println("Done!"); 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

テーブルの削除

DynamoDbClient の deleteTable メソッドを呼び出し、それにテーブルの名前を渡します。

Note

指定したテーブルがアカウントやリージョンにない場合は、ResourceNotFoundException がス
ローされます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteTableRequest;

Code

    public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 

        DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

        try { 
            ddb.deleteTable(request); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
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        } 
        System.out.println(tableName +" was successfully deleted!"); 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• Amazon DynamoDB デベロッパーガイドのテーブルの操作のガイドライン
• でのテーブルの操作DynamoDBのAmazon DynamoDBデベロッパーガイド

DynamoDB での項目の操作
DynamoDB で、項目とは、属性のコレクションで、それぞれに名前と値があります。属性値はスカラー
型、セット型、ドキュメント型のいずれかです。詳細については、Amazon DynamoDB デベロッパーガイ
ドの命名規則とデータ型を参照してください。

テーブルからの項目の取り出し (取得)

DynamoDbClient の getItem メソッドを呼び出して、指定する項目のテーブル名とプライマリキーバ
リューを持つ GetItemRequest オブジェクトを渡します。これにより、その項目のすべての属性を含む
GetItemResponse オブジェクトが返されます。特定の属性を取得するには、 で、1 つ以上のプロジェク
ション式GetItemRequestを指定します。

返された GetItemResponse オブジェクトの item() メソッドを使用して、項目に関連付けられている
キー (String) と値 (AttributeValue) のペアの Map を取得できます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

Code

    public static void getDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb,String tableName,String 
 key,String keyVal ) { 

        HashMap<String,AttributeValue> keyToGet = new HashMap<String,AttributeValue>(); 

        keyToGet.put(key, AttributeValue.builder() 
                .s(keyVal).build()); 

        GetItemRequest request = GetItemRequest.builder() 
                .key(keyToGet) 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

        try { 
            Map<String,AttributeValue> returnedItem = ddb.getItem(request).item(); 

            if (returnedItem != null) { 
                Set<String> keys = returnedItem.keySet(); 
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                System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n"); 

                for (String key1 : keys) { 
                    System.out.format("%s: %s\n", key1, returnedItem.get(key1).toString()); 
                } 
            } else { 
                System.out.format("No item found with the key %s!\n", key); 
            } 
        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

非同期クライアントを使用したテーブルからの項目の取り出し (取得)

を呼び出してくださいgetItemでの方法 DynamoDbAsyncClient そしてそれを渡すGetItemRequest必要な
項目のテーブル名とプライマリキー値を持つオブジェクト。

その項目のすべての属性を持つ Collection インスタンスを返すことができます (次の例を参照)。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Collectors;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;

Code

    public static void getItem(DynamoDbAsyncClient client, String tableName, String key,  
 String keyVal) { 

        HashMap<String, AttributeValue> keyToGet = 
                new HashMap<String, AttributeValue>(); 

        keyToGet.put(key, AttributeValue.builder() 
                .s(keyVal).build()); 

        try { 

            // Create a GetItemRequest instance 
            GetItemRequest request = GetItemRequest.builder() 
                    .key(keyToGet) 
                    .tableName(tableName) 
                    .build(); 

            // Invoke the DynamoDbAsyncClient object's getItem 
            java.util.Collection<AttributeValue> returnedItem = 
 client.getItem(request).join().item().values(); 

            // Convert Set to Map 
            Map<String, AttributeValue> map = 
 returnedItem.stream().collect(Collectors.toMap(AttributeValue::s, s->s)); 
            Set<String> keys = map.keySet(); 

202

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/dynamodb/src/main/java/com/example/dynamodb/GetItem.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/dynamodb/model/GetItemRequest.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html?java/util/Collection.html


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

Amazon DynamoDB 

            for (String sinKey : keys) { 
                System.out.format("%s: %s\n", sinKey, map.get(sinKey).toString()); 
            } 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        }

GitHub で完全な例をご覧ください。

テーブルへの新しい項目の追加

項目の属性を表すキーと値のペアのマップを作成します。これらには、テーブルのプライマリキーフィー
ルドの値を含める必要があります。プライマリキーで特定される項目がすでにある場合、フィールドはリ
クエストによって更新されます。

Note

指定したテーブルがアカウントやリージョンにない場合は、ResourceNotFoundException がス
ローされます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import java.util.HashMap;

Code

    public static void putItemInTable(DynamoDbClient ddb, 
                                      String tableName, 
                                      String key, 
                                      String keyVal, 
                                      String albumTitle, 
                                      String albumTitleValue, 
                                      String awards, 
                                      String awardVal, 
                                      String songTitle, 
                                      String songTitleVal){ 

        HashMap<String,AttributeValue> itemValues = new HashMap<String,AttributeValue>(); 

        // Add all content to the table 
        itemValues.put(key, AttributeValue.builder().s(keyVal).build()); 
        itemValues.put(songTitle, AttributeValue.builder().s(songTitleVal).build()); 
        itemValues.put(albumTitle, AttributeValue.builder().s(albumTitleValue).build()); 
        itemValues.put(awards, AttributeValue.builder().s(awardVal).build()); 

        PutItemRequest request = PutItemRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
                .item(itemValues) 
                .build(); 

        try { 
            ddb.putItem(request); 
            System.out.println(tableName +" was successfully updated"); 
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        } catch (ResourceNotFoundException e) { 
            System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be found.\n", 
 tableName); 
            System.err.println("Be sure that it exists and that you've typed its name 
 correctly!"); 
            System.exit(1); 
        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

テーブルの既存の項目の更新

テーブルに既に存在する項目の属性を更新するには、DynamoDbClient の updateItem メソッドを呼び出
して、テーブル名、プライマリキーバリュー、更新するフィールドのマップを渡します。

Note

指定したテーブルがアカウントやリージョンにない場合、または渡したプライマリキーで特定さ
れる項目がない場合、ResourceNotFoundException がスローされます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeAction;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValueUpdate;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ResourceNotFoundException;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.UpdateItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import java.util.HashMap;

Code

    public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb, 
                                       String tableName, 
                                       String key, 
                                       String keyVal, 
                                       String name, 
                                       String updateVal){ 

        HashMap<String,AttributeValue> itemKey = new HashMap<String,AttributeValue>(); 

        itemKey.put(key, AttributeValue.builder().s(keyVal).build()); 

        HashMap<String,AttributeValueUpdate> updatedValues = 
                new HashMap<String,AttributeValueUpdate>(); 

        // Update the column specified by name with updatedVal 
        updatedValues.put(name, AttributeValueUpdate.builder() 
                .value(AttributeValue.builder().s(updateVal).build()) 
                .action(AttributeAction.PUT) 
                .build()); 

        UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
                .key(itemKey) 
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                .attributeUpdates(updatedValues) 
                .build(); 

        try { 
            ddb.updateItem(request); 
        } catch (ResourceNotFoundException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        System.out.println("Done!"); 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

テーブルの既存の項目の削除

テーブルに存在する項目を削除するには、DynamoDbClient の deleteItem メソッドを使用して、テーブ
ル名とプライマリキーバリューを渡します。

Note

指定したテーブルがアカウントやリージョンにない場合、または渡したプライマリキーで特定さ
れる項目がない場合、ResourceNotFoundException がスローされます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteItemRequest;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import java.util.HashMap;

Code

  public static void deleteDymamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName, String key, 
 String keyVal) { 

        HashMap<String,AttributeValue> keyToGet = 
                new HashMap<String,AttributeValue>(); 

        keyToGet.put(key, AttributeValue.builder() 
                .s(keyVal) 
                .build()); 

        DeleteItemRequest deleteReq = DeleteItemRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
                .key(keyToGet) 
                .build(); 

        try { 
            ddb.deleteItem(deleteReq); 
        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの項目の操作のガイドライン
• での項目の操作DynamoDBのAmazon DynamoDBデベロッパーガイド

DynamoDB テーブルでの項目のマッピング
DynamoDB 拡張クライアントは、に含まれる高レベルのライブラリですAWS SDK for Java 2.x。ク
ライアント側のクラスを DynamoDB テーブルにマッピングする簡単な方法を提供します。コードで
は、テーブルと対応するモデルクラス間の関係を定義します。これらのリレーションシップを定義する
と、DynamoDB のテーブルや項目の作成、読み込み、更新、削除 (CRUD) のためのさまざまなオペレー
ションを直感的に実行できます。

プロジェクトで拡張クライアントを使い始めるには、次のいずれかの例に示すように、dynamodb-
enhancedアーティファクトに加えて Mavendynamodb アーティファクトへの依存関係をビルドファイル
に追加します。

Maven

<project> 
  <dependencyManagement> 
   <dependencies> 
      <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>bom</artifactId> 
        <version>2.18.10</version> 
        <type>pom</type> 
        <scope>import</scope> 
      </dependency> 
   </dependencies> 
  </dependencyManagement> 
  <dependencies> 
    <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>dynamodb</artifactId> 
    </dependency> 
    <dependency> 
      <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
      <artifactId>dynamodb-enhanced</artifactId> 
    </dependency> 
  </dependencies> 
  ...
</project>

Maven 中央リポジトリで最新バージョンを検索します。
Gradle

repositories { 
    mavenCentral()
}
dependencies { 
    implementation(platform("software.amazon.awssdk:bom:2.18.10")) 
    implementation("software.amazon.awssdk:dynamodb") 
    implementation("software.amazon.awssdk:dynamodb-enhanced") 
    ...
}
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Maven 中央リポジトリで最新バージョンを検索します。

DynamoDbEnhancedClient を作成する

DynamoDbEnhancedClientこのインスタンスは、DynamoDB テーブルとマップされたクラスを操作する
ために使用されます。次の例に示すように、DynamoDbEnhancedClientDynamoDbClient既存のオブ
ジェクトからを作成します。

DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder() 
        .region(Region.US_EAST_1) 
        .build();

DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder() 
        .dynamoDbClient(ddb) 
        .build();

// Use the enhancedClient.

TableSchema の生成

拡張クライアントのマッピング機能を使用する場合、最初に実行する手順は、を生成することで
すTableSchema。これにはいくつか方法があります。

アノテーションの付いた Java Bean を使用する

Java 2.x 用の SDK には、Java Bean で使用できるアノテーションのセットが含まれており、これを使用す
ると、TableSchemaクラスをテーブルにマッピングするためのをすばやく生成できます。

まず、デフォルトのパブリックコンストラクターと、クラス内の各プロパティのゲッターとセッター
の標準化された名前を含む Java データクラスを作成します。クラスレベルの注釈を含めて、それが
DynamoDbBean であることを示します。また、少なくともテーブルレコードの主キーの getter または 
setter に DynamoDbPartitionKey 注釈を含めます。

Customer次のクラスは、クラス定義を DynamoDB テーブルにリンクするこれらのアノテーションを示し
ています。

/* 
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.dynamodb;

import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbBean;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbPartitionKey;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.mapper.annotations.DynamoDbSortKey;

import java.time.Instant;

/** 
 * This class is used by the Enhanced Client examples. 
 */ 

 @DynamoDbBean 
 public class Customer { 

        private String id; 
        private String name; 
        private String email; 
        private Instant regDate; 
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        @DynamoDbPartitionKey 
        public String getId() { 
            return this.id; 
        } 

        public void setId(String id) { 

            this.id = id; 
        } 

        public String getCustName() { 
            return this.name; 
        } 

        public void setCustName(String name) { 
            this.name = name; 
        } 

        @DynamoDbSortKey 
        public String getEmail() { 
            return this.email; 
        } 

        public void setEmail(String email) { 
            this.email = email; 
        } 

        public Instant getRegistrationDate() { 
            return regDate; 
        } 
        public void setRegistrationDate(Instant registrationDate) { 
            this.regDate = registrationDate; 
        } 

        @Override 
        public String toString() { 
            return "Customer [id=" + id + ", name=" + name + ", email=" + email 
                    + ", regDate=" + regDate + "]"; 
        } 
    }

アノテーションの付いた Java Bean を作成したら、次のコードスニペットに示すようにTableSchema、
それを使ってを作成します。

TableSchema<Customer> customerTableSchema = TableSchema.fromBean(Customer.class);

ビルダーを使う

少しコストがかかる Bean のイントロスペクションを省略してソリューションを高速化したい場合は、代
わりにスキーマを直接宣言して、面倒な処理をコンパイラーに任せることができます。この方法では、ク
ラスが Bean の命名規則に従う必要も、アノテーションを付ける必要もありません。次の例はビルダーを
使用しており、Bean の例と同等です。

TableSchema<Customer> customerTableSchema = 
  TableSchema.builder(Customer.class) 
    .newItemSupplier(Customer::new) 
    .addAttribute(String.class, a -> a.name("id") 
                                      .getter(Customer::getId) 
                                      .setter(Customer::setId) 
                                      .tags(primaryPartitionKey())) 
    .addAttribute(Integer.class, a -> a.name("email") 
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                                       .getter(Customer::getEmail) 
                                       .setter(Customer::setEmail) 
                                       .tags(primarySortKey())) 
    .addAttribute(String.class, a -> a.name("name") 
                                      .getter(Customer::getCustName) 
                                      .setter(Customer::setCustName)) 
    .addAttribute(Instant.class, a -> a.name("registrationDate") 
                                       .getter(Customer::getRegistrationDate) 
                                       .setter(Customer::setRegistrationDate)) 
    .build();

拡張クライアントを使用したテーブルの作成

次の例は、Customer Java データの Bean クラスから DynamoDB テーブルを作成する方法を示していま
す。

DynamoDbTableオブジェクトを作成するには、TableSchematable()テーブル名とを拡張クライアント
のメソッドに渡します。この例では、Customerクラス名と同じ名前のテーブルを作成しますが、テーブ
ル名は別の名前でもかまいません。テーブルにどのような名前を付けるにしても、そのテーブルを操作す
るには、他のアプリケーションでもこの名前を使用する必要があります。DynamoDbTable別のオブジェ
クトを作成するたびに、table()この名前をメソッドに入力してください。

createTableメソッドに渡されるラムダパラメータによりbuilder、テーブルをカスタマイズできま
す。DynamoDbWaiterこの例ではaも使用しています。テーブルの作成には少し時間がかかるため、ウェ
イターを使用すると、テーブルを使用する前に DynamoDB サービスをポーリングしてテーブルが存在す
るかどうかを確認するロジックを記述する必要がなくなります。

インポート

import com.example.dynamodb.Customer;
import software.amazon.awssdk.core.internal.waiters.ResponseOrException;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableResponse;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.waiters.DynamoDbWaiter;

Code

public class EnhancedCreateTable { 
    public static void createTable(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) { 
        // Create a DynamoDbTable object 
        DynamoDbTable<Customer> customerTable = enhancedClient.table("Customer", 
 TableSchema.fromBean(Customer.class)); 
        // Create the table 
        customerTable.createTable(builder -> builder 
                .provisionedThroughput(b -> b 
                        .readCapacityUnits(10L) 
                        .writeCapacityUnits(10L) 
                        .build()) 
        ); 

        System.out.println("Waiting for table creation..."); 

        try (DynamoDbWaiter waiter = DynamoDbWaiter.create()) { // DynamoDbWaiter is 
 Autocloseable 
            ResponseOrException<DescribeTableResponse> response = waiter 
                    .waitUntilTableExists(builder -> builder.tableName("Customer").build()) 
                    .matched(); 
            DescribeTableResponse tableDescription = response.response().orElseThrow( 
                    () -> new RuntimeException("Customer table was not created.")); 
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            // The actual error can be inspected in response.exception() 
            System.out.println(tableDescription.table().tableName() + " was created."); 
        } 
    }
}

の完全な例を参照してください GitHub。

テーブルからの項目の取り出し (取得)

DynamoDB テーブルから項目を取得するには、DynamoDbTableオブジェク
トを作成し、getItem()GetItemEnhancedRequestオブジェクトを使用して
呼び出します。GetItemEnhancedRequest オブジェクトを渡す代わりに、
ラムダ式と SDK のビルダーパターンを利用することもできます。以下の例で
は、getItem()Consumer<GetItemEnhancedRequest.Builder>メソッドは a
GetItemEnhancedRequest を使用して最終的にオブジェクトを作成します。

説明のため、この例では完全なラムダ構文を使用していますが(GetItemEnhancedRequest.Builder 
requestBuilder) -> requestBuilder.key(key)、rb # rb.key(key)のような単純な式でも使
用できます。

次のコードスニペットは、拡張クライアントを使用して DynamoDB テーブルの項目の情報を取得する方
法を示しています。

インポート

import com.example.dynamodb.Customer;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.Key;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.GetItemEnhancedRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;

Code

    public static String getItem(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) { 

        Customer result = null; 

        try { 
            DynamoDbTable<Customer> table = enhancedClient.table("Customer", 
 TableSchema.fromBean(Customer.class)); 
            Key key = Key.builder() 
                .partitionValue("id101").sortValue("tred@noserver.com") 
                .build(); 

            // Get the item by using the key. 
            result = table.getItem( 
                    (GetItemEnhancedRequest.Builder requestBuilder) -> 
 requestBuilder.key(key)); 
            System.out.println("******* The description value is " + result.getCustName()); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return result.getCustName(); 

210

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/main/javav2/example_code/dynamodb/src/main/java/com/example/dynamodb/enhanced/EnhancedCreateTable.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/enhanced/dynamodb/DynamoDbTable.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/enhanced/dynamodb/model/GetItemEnhancedRequest.html
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/enhanced/dynamodb/DynamoDbTable.html#getItem(java.util.function.Consumer)


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

Amazon DynamoDB 

    }

の完全な例を参照してください GitHub。

テーブルへの新しい項目の追加
拡張クライアントを使用してテーブルに新しい項目を挿入するには、アノテーションの付いた Java Bean 
データクラスのインスタンスを作成します@DynamoDbBean。Java Bean インスタンスのセッターを使用
して、挿入するデータを追加します。putItem()DynamoDbTableの方法を使用して挿入を行います。

次の例は、Customerテーブルに 1 つの項目が追加されたことを示しています。

インポート

import com.example.dynamodb.Customer;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import java.time.Instant;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.ZoneOffset;

Code

    public static void putRecord(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) { 
        try { 
            DynamoDbTable<Customer> custTable = enhancedClient.table("Customer", 
 TableSchema.fromBean(Customer.class)); 

            // Create an Instant value. 
            LocalDate localDate = LocalDate.parse("2020-04-07"); 
            LocalDateTime localDateTime = localDate.atStartOfDay(); 
            Instant instant = localDateTime.toInstant(ZoneOffset.UTC); 

            // Populate the Table. 
            Customer custRecord = new Customer(); 
            custRecord.setCustName("Tom red"); 
            custRecord.setId("id101"); 
            custRecord.setEmail("tred@noserver.com"); 
            custRecord.setRegistrationDate(instant) ; 

            // Put the customer data into an Amazon DynamoDB table. 
            custTable.putItem(custRecord); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Customer data added to the table with id id101"); 
    }

の完全な例を参照してください GitHub。

項目のバッチ作成 (put) と削除
一連の PUT リクエスト (PutItemEnhancedRequest) と delete request (DeleteItemEnhancedRequest) を 1 
つ以上のテーブルにバッチ処理し、すべての変更を 1 回のリクエストで送信できます。
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/dynamodb/src/main/java/com/example/dynamodb/enhanced/EnhancedGetItem.java
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SDK には、PutItemEnhancedRequest作成のためのビルダーパターンが用意されています。以下の例に
示すように、builder -> builder.item(record2)addPutItem()メソッドに提供する必要があるの
は、などのラムダ式だけです。

DynamoDbTableオブジェクトが作成され、3 つの項目がキューに登録され、1 回目の呼び出しで 
Customer テーブルに追加されますWriteBatch.builder。必要に応じて、addDeleteItem()各バッチ
で andaddPutItem() ( WriteBatch.Builder の一部) を複数回呼び出すことができます。

別のテーブルへの変更をキューに入れるには、WriteBatch.builder()DynamoDbTableをもう一度呼び
出して対応するオブジェクトを指定しますmappedTableResource()。これは、Music テーブルを使用し
てテーブルから 1 つの項目を削除する 2WriteBatch.builder() 回目の呼び出しの例です。

インポート

import com.example.dynamodb.Customer;
import com.example.dynamodb.Music;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.Key;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.BatchWriteItemEnhancedRequest;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.WriteBatch;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;

import java.time.Instant;
import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.ZoneOffset;

Code

    public static void putBatchRecords(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) { 

        try { 
            DynamoDbTable<Customer> customerMappedTable = enhancedClient.table("Customer", 
 TableSchema.fromBean(Customer.class)); 
            DynamoDbTable<Music> musicMappedTable = enhancedClient.table("Music", 
 TableSchema.fromBean(Music.class)); 
            LocalDate localDate = LocalDate.parse("2020-04-07"); 
            LocalDateTime localDateTime = localDate.atStartOfDay(); 
            Instant instant = localDateTime.toInstant(ZoneOffset.UTC); 

            Customer record2 = new Customer(); 
            record2.setCustName("Fred Pink"); 
            record2.setId("id110"); 
            record2.setEmail("fredp@noserver.com"); 
            record2.setRegistrationDate(instant) ; 

            Customer record3 = new Customer(); 
            record3.setCustName("Susan Pink"); 
            record3.setId("id120"); 
            record3.setEmail("spink@noserver.com"); 
            record3.setRegistrationDate(instant) ; 

            Customer record4 = new Customer(); 
            record4.setCustName("Jerry orange"); 
            record4.setId("id101"); 
            record4.setEmail("jorange@noserver.com"); 
            record4.setRegistrationDate(instant) ; 
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https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/enhanced/dynamodb/model/WriteBatch.Builder.html#addPutItem(java.util.function.Consumer)
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/enhanced/dynamodb/DynamoDbTable.html
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/enhanced/dynamodb/model/WriteBatch.Builder.html
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            BatchWriteItemEnhancedRequest batchWriteItemEnhancedRequest = 
 BatchWriteItemEnhancedRequest.builder() 
                    .writeBatches( 
                            WriteBatch.builder(Customer.class)          // add items to the 
 Customer table 
                                    .mappedTableResource(customerMappedTable) 
                                    .addPutItem(builder -> builder.item(record2)) 
                                    .addPutItem(builder -> builder.item(record3)) 
                                    .addPutItem(builder -> builder.item(record4)) 
                                    .build(), 
                            WriteBatch.builder(Music.class)             // delete an item 
 from the Music table 
                                    .mappedTableResource(musicMappedTable) 
                                    .addDeleteItem(builder -> builder.key( 
                                            Key.builder().partitionValue("Famous 
 Band").build())) 
                                    .build()) 
                    .build(); 

            // Add three items to the Customer table and delete one item from the Music 
 table 
            enhancedClient.batchWriteItem(batchWriteItemEnhancedRequest); 

            System.out.println("done"); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

の完全な例を参照してください GitHub。

フィルタされたクエリを使用してテーブルから項目を取得する

フィルター可能なクエリに基づいてテーブルから項目を取得し、クエリ結果に対して操作を実行できま
す。

以下の例では、Customerテーブルに次の項目が含まれていると仮定します。

id E メール カスタムネーム 登録日

120 spink@noserver.com スーザン・ピンク 2020 年 4 日日日日日日日日日
日日日日日日日日日

101 jorange@noserver.com ジェリーオレンジ 2020 年 4 日日日日日日日日日
日日日日日日日日日

101 tred@noserver.com トム・レッド 2020 年 4 日日日日日日日日日
日日日日日日日日日

110 fredp@noserver.com フレッド・ピンク 2020 年 4 日日日日日日日日日
日日日日日日日日日

次の手順では、queryTableFilter以下のメソッドで何が起こっているかを説明します。

1. クエリをフィルタリングする式を作成します。
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a. フィルターを作成するには、AttributeValueまず一致する値をオブジェクト (この例では「Tom 
red」) として定義します。

b. トークンをマップのキー (この例では「: value」) として保持し、AttributeValueオブジェクト
をマップの値として保持します。HashMap

c. 次に、フィルター式 (「custName =: value」)Expression とマップ内の式値を使用してを作成し
ます。

2. QueryConditionalオブジェクトを作成します。

• プライマリキー値「id101」QueryConditionalに基づいて項目を選択するオブジェクトを作成
します。

3. クエリリクエストを作成し、クエリを実行します。

• DynamoDbTablequery()ラムダパラメータをのメソッドに渡します。SDK はパラメータのロ
ジックを使用して最終的なクエリリクエストオブジェクトを構築し、DynamoDB サービスに送信
します。

4. 結果を処理します。

• この例では、Customer返された項目の数をカウントしてオブジェクトを出力することで、クエ
リから返された反復可能な結果を for-each ループで処理します。

次のログ出力は、DynamoDB サービスに送信されたリクエストを示しています。

DEBUG org.apache.http.wire:87 - http-outgoing-0 >> 
 "{"TableName":"Customer","FilterExpression":"custName 
 = :value","KeyConditionExpression":"#AMZN_MAPPED_id 
 = :AMZN_MAPPED_id","ExpressionAttributeNames":
{"#AMZN_MAPPED_id":"id"},"ExpressionAttributeValues":{":AMZN_MAPPED_id":
{"S":"id101"},":value":{"S":"Tom red"}}}"

Note

QueryConditionalこのインターフェイスには、「より大きい」、「より小さい」、「の中間」な
どの一般的な条件文を含め、クエリを作成するために使用できるいくつかのメソッドがありま
す。

インポート

import com.example.dynamodb.Customer;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.Expression;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.Key;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.model.QueryConditional;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

Code

    public static Integer queryTableFilter(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) { 
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        Integer countOfCustomers = 0; 

        try { 
            DynamoDbTable<Customer> mappedTable = enhancedClient.table("Customer", 
 TableSchema.fromBean(Customer.class)); 

            AttributeValue att = AttributeValue.builder() 
                    .s("Tom red") 
                    .build(); 

            Map<String, AttributeValue> expressionValues = new HashMap<>(); 
            expressionValues.put(":value", att); 

            Expression expression = Expression.builder() 
                    .expression("custName = :value") 
                    .expressionValues(expressionValues) 
                    .build(); 

            // Create a QueryConditional object to query by partitionValue. 
            // Since the Customer table has a sort key attribute (email), we can use an 
 expression 
            // to filter the query results if multiple items have the same partition key 
 value. 
            QueryConditional queryConditional = QueryConditional 
                    .keyEqualTo(Key.builder().partitionValue("id101") 
                            .build()); 

            // Perform the query 

            for (Customer customer : mappedTable.query( 
                    r -> r.queryConditional(queryConditional) 
                            .filterExpression(expression) 
            ).items()) { 
                countOfCustomers++; 
                System.out.println(customer); 
            } 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
        return countOfCustomers;

このコードは 1 つの項目を返します。QueryConditionalオブジェクトは ID が「id101」のアイテムと
一致し、フィルター式によって返されるアイテムが「Tom red」と等しいアイテムにさらに制限されま
す。custName

の完全な例を参照してください GitHub。

テーブルからすべての項目を取得する (get)

特定の DynamoDB テーブルのすべてのレコードを取得する場合は、scan()DynamoDbTableitems()オ
ブジェクトのメソッドとメソッドを使用して、さまざまな操作を実行できる各項目のアクセス権を取得し
ます。たとえば、次のコードスニペットは、Customerテーブル内の各項目の ID と顧客名を出力します。

インポート

import com.example.dynamodb.Customer;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
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import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient;
import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException;
import java.util.Iterator;

Code

    public static void scan( DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) { 
        try{ 
            DynamoDbTable<Customer> custTable = enhancedClient.table("Customer", 
 TableSchema.fromBean(Customer.class)); 
            Iterator<Customer> results = custTable.scan().items().iterator(); 
            while (results.hasNext()) { 
                Customer rec = results.next(); 
                System.out.println("The record id is "+rec.getId()); 
                System.out.println("The name is " +rec.getCustName()); 
            } 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

の完全な例を参照してください GitHub。

詳細については、Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの DynamoDB の項目の操作を参照してくださ
い。

Amazon EC2の使用
このセクションでは、AWS SDK for Java 2.x を使用してAmazon EC2をプログラムする例を示します。

トピック
• Amazon EC2 インスタンスを管理する (p. 216)
• Amazon EC2 で Elastic IP アドレスを使用する (p. 221)
• リージョンとアベイラビリティーゾーンを使用する (p. 224)
• Amazon EC2 キーペアの使用 (p. 226)
• のセキュリティグループの操作についてAmazon EC2 (p. 228)
• Amazon EC2 インスタンスメタデータを操作する (p. 231)

Amazon EC2 インスタンスを管理する
インスタンスを作成する

新しい Amazon EC2 インスタンスを作成するには、Ec2Client の runInstances メソッドを呼び出し
て、使用する Amazon マシンイメージ (AMI)、およびインスタンスタイプを含む RunInstancesRequest を
指定します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/dynamodb/src/main/java/com/example/dynamodb/enhanced/EnhancedScanRecords.java
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/WorkingWithItems.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/WorkingWithItems.html
http://aws.amazon.com/ec2/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
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import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.InstanceType;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.RunInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.RunInstancesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Tag;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateTagsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;

Code

   public static String createEC2Instance(Ec2Client ec2,String name, String amiId ) { 

        RunInstancesRequest runRequest = RunInstancesRequest.builder() 
                .imageId(amiId) 
                .instanceType(InstanceType.T1_MICRO) 
                .maxCount(1) 
                .minCount(1) 
                .build(); 

        RunInstancesResponse response = ec2.runInstances(runRequest); 
        String instanceId = response.instances().get(0).instanceId(); 

        Tag tag = Tag.builder() 
                .key("Name") 
                .value(name) 
                .build(); 

        CreateTagsRequest tagRequest = CreateTagsRequest.builder() 
                .resources(instanceId) 
                .tags(tag) 
                .build(); 

        try { 
            ec2.createTags(tagRequest); 
            System.out.printf( 
                    "Successfully started EC2 Instance %s based on AMI %s", 
                    instanceId, amiId); 

          return instanceId; 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        return ""; 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

インスタンスの起動
Amazon EC2 インスタンスを起動するには、 Ec2Client の startInstances メソッドを呼び出して、開
始するインスタンスの ID を含む StartInstancesRequest を指定します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.StartInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.StopInstancesRequest;

Code

217

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/ec2/src/main/java/com/example/ec2/CreateInstance.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/ec2/model/StartInstancesRequest.html
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    public static void startInstance(Ec2Client ec2, String instanceId) { 

        StartInstancesRequest request = StartInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(instanceId) 
                .build(); 

        ec2.startInstances(request); 
        System.out.printf("Successfully started instance %s", instanceId); 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

インスタンスの停止

Amazon EC2 インスタンスを停止するには、Ec2Client の stopInstances メソッドを呼び出して、停止
するインスタンスの ID を含む StopInstancesRequest を指定します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.StartInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.StopInstancesRequest;

Code

    public static void stopInstance(Ec2Client ec2, String instanceId) { 

        StopInstancesRequest request = StopInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(instanceId) 
                .build(); 

        ec2.stopInstances(request); 
        System.out.printf("Successfully stopped instance %s", instanceId); 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

インスタンスの再起動

Amazon EC2 インスタンスを再起動するには、 Ec2Clientの rebootInstances メソッドを呼び出して、
再起動するインスタンスの ID を含む RebootInstancesRequest を指定します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.RebootInstancesRequest;

Code

    public static void rebootEC2Instance(Ec2Client ec2, String instanceId) { 

      try { 
            RebootInstancesRequest request = RebootInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(instanceId) 
                    .build(); 
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            ec2.rebootInstances(request); 
            System.out.printf( 
                "Successfully rebooted instance %s", instanceId); 
    } catch (Ec2Exception e) { 
          System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
          System.exit(1); 
     } 
  }

GitHub で完全な例をご覧ください。

インスタンスの説明

インスタンスをリスト表示するには、DescribeInstancesRequest を作成し、Ec2Client の
describeInstances メソッドを呼び出します。これにより DescribeInstancesResponse オブジェクト
が返されます。このオブジェクトを使用して、お客様のアカウントとリージョンの Amazon EC2 インスタ
ンスを一覧表示することができます。

インスタンスは予約ごとにグループ化されています。それぞれの予約は、インスタンスを起動
した startInstances の呼び出しに対応しています。インスタンスを一覧表示するには、まず
DescribeInstancesResponse クラスの reservations メソッドを呼び出してから、返るそれぞれの
instancesReservation オブジェクトの  を呼び出します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeInstancesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Instance;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Reservation;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;

Code

    public static void describeEC2Instances( Ec2Client ec2){ 

        boolean done = false; 
        String nextToken = null; 

        try { 

            do { 
                DescribeInstancesRequest request = 
 DescribeInstancesRequest.builder().maxResults(6).nextToken(nextToken).build(); 
                DescribeInstancesResponse response = ec2.describeInstances(request); 

                for (Reservation reservation : response.reservations()) { 
                    for (Instance instance : reservation.instances()) { 
                        System.out.println("Instance Id is " + instance.instanceId()); 
                        System.out.println("Image id is "+  instance.imageId()); 
                        System.out.println("Instance type is "+  instance.instanceType()); 
                        System.out.println("Instance state name is "+  
 instance.state().name()); 
                        System.out.println("monitoring information is "+  
 instance.monitoring().state()); 

                } 
            } 
                nextToken = response.nextToken(); 
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            } while (nextToken != null); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

結果はページ分割されます。さらに結果を取得するには、結果オブジェクトの nextToken メソッドから
返る値を新しいリクエストオブジェクトの nextToken メソッドに渡した後、次の describeInstances
の呼び出しでその新しいリクエストオブジェクトを使用します。

GitHub で完全な例をご覧ください。

インスタンスのモニタリング

CPU やネットワークの使用率、使用可能なメモリ、ディスクの残り容量など、Amazon EC2 インスタ
ンスのさまざまな側面を監視できます。インスタンスの監視の詳細については、「」を参照してくださ
い。MonitoringAmazon EC2のAmazon EC2Linux インスタンス用ユーザーガイド。

インスタンスのモニタリングを開始するには、モニタリングするインスタンスの ID で
MonitorInstancesRequest を作成し、Ec2Client の monitorInstances メソッドに渡します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.MonitorInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.UnmonitorInstancesRequest;

Code

    public static void monitorInstance( Ec2Client ec2, String instanceId) { 

        MonitorInstancesRequest request = MonitorInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(instanceId).build(); 

        ec2.monitorInstances(request); 
        System.out.printf( 
                "Successfully enabled monitoring for instance %s", 
                instanceId); 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

インスタンスのモニタリング停止

インスタンスのモニタリングを停止するには、モニタリングを停止するインスタンスの ID で
UnmonitorInstancesRequest を作成し、Ec2Client の unmonitorInstances メソッドに渡します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.MonitorInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.UnmonitorInstancesRequest;

Code
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    public static void unmonitorInstance(Ec2Client ec2, String instanceId) { 
        UnmonitorInstancesRequest request = UnmonitorInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(instanceId).build(); 

        ec2.unmonitorInstances(request); 

        System.out.printf( 
                "Successfully disabled monitoring for instance %s", 
                instanceId); 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• Amazon EC2 API リファレンスの RunInstances
• Amazon EC2 API リファレンスの DescribeInstances
• Amazon EC2 API リファレンスの StartInstances
• Amazon EC2 API リファレンスの StopInstances
• Amazon EC2 API リファレンスの RebootInstances
• Amazon EC2 API リファレンスの MonitorInstances
• Amazon EC2 API リファレンスの UnmonitorInstances

Amazon EC2 で Elastic IP アドレスを使用する
EC2-Classic

Warning

2022 年 8 月 15 日に、EC2-Classic の提供を終了します。EC2-Classic は、VPC への移行をお勧
めします。詳細については、次を参照してください。EC2-Classic から VPC への移行のLinux イ
ンスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド。ブログの投稿記事も参照してください。EC2-Classic。

Elastic IP アドレスを割り当てる

Elastic IP アドレスを使用するには、まずアカウントに 1 つ割り当ててから、それをインスタンスまたは
ネットワークインターフェイスに関連付けます。

Elastic IP アドレスを割り当てるにはallocateAddressによる方法AllocateAddressRequestネットワーク
タイプ (クラシック) を含むオブジェクトAmazon EC2または VPC)。

返されるAllocateAddressResponseには、アドレスをインスタンスに関連付けるために使用できるアロ
ケーション ID が含まれます。AssociateAddressRequestEc2ClientassociateAddress方法。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AllocateAddressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DomainType;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AllocateAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AssociateAddressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AssociateAddressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/ec2/model/AssociateAddressRequest.html
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Code

    public static String getAllocateAddress( Ec2Client ec2, String instanceId) { 

       try { 
           AllocateAddressRequest allocateRequest = AllocateAddressRequest.builder() 
                .domain(DomainType.VPC) 
                .build(); 

           AllocateAddressResponse allocateResponse = 
                ec2.allocateAddress(allocateRequest); 

           String allocationId = allocateResponse.allocationId(); 

           AssociateAddressRequest associateRequest = 
                AssociateAddressRequest.builder() 
                        .instanceId(instanceId) 
                        .allocationId(allocationId) 
                        .build(); 

            AssociateAddressResponse associateResponse = 
 ec2.associateAddress(associateRequest); 
            return associateResponse.associationId(); 

         } catch (Ec2Exception e) { 
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
           System.exit(1); 
        } 
       return ""; 
    }

フレームワークの使用の詳細については、完全な例オン GitHub。

Elastic IP アドレスの記述
アカウントに割り当てられた Elastic IP アドレスを一覧表示するには Ec2Client の describeAddresses
メソッドを呼び出します。このメソッドからは、DescribeAddressesResponseこのオブジェクトを使用し
てリストを取得できますアドレスアカウントの Elastic IP アドレスを表す Elastic IP アドレスを表す

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Address;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAddressesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;

Code

    public static void describeEC2Address(Ec2Client ec2 ) { 

        try { 
            DescribeAddressesResponse response = ec2.describeAddresses(); 

            for(Address address : response.addresses()) { 
                System.out.printf( 
                    "Found address with public IP %s, " + 
                            "domain %s, " + 
                            "allocation id %s " + 
                            "and NIC id %s", 
                    address.publicIp(), 
                    address.domain(), 
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                    address.allocationId(), 
                    address.networkInterfaceId()); 
            } 
        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

フレームワークの使用の詳細については、完全な例オン GitHub。

Elastic IP アドレスを解放する

Elastic IP アドレスを解放するにはreleaseAddressメソッド、それを渡すReleaseAddressRequest解放
する Elastic IP アドレスの割り当て ID を含みます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.ReleaseAddressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.ReleaseAddressResponse;

Code

    public static void releaseEC2Address(Ec2Client ec2,String allocId) { 

        try { 
            ReleaseAddressRequest request = ReleaseAddressRequest.builder() 
                .allocationId(allocId).build(); 

            ReleaseAddressResponse response = ec2.releaseAddress(request); 

         System.out.printf( 
                "Successfully released elastic IP address %s", allocId); 
        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
     }

Elastic IP アドレスを解放すると、その IP アドレスは AWS IP アドレスプールに解放され、後で使用でき
ないことがあります。DNS レコード、およびそのアドレスと通信するすべてのサーバーまたはデバイスを
更新してください。

EC2-Classic またはデフォルト VPC を使用している場合、Elastic IP アドレスを解放すると関連付けられ
ているすべてのインスタンスからの関連付けが自動的に解除されます。Elastic IP アドレスを開放せずに関
連付けを解除するには、Ec2Client の disassociateAddress メソッドを使用します。

デフォルト以外の VPC を使用している場合は、開放しようとする前に必ず disassociateAddress を使
用して Elastic IP アドレスの関連付けを解除する必要があります。そうでない場合は、Amazon EC2によっ
てエラーを返します (InvalidIPAddress。InUse).

フレームワークの使用の詳細については、完全な例オン GitHub。

詳細情報

• Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの Elastic IP アドレス
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• AllocateAddressのAmazon EC2API リファレンス
• DescribeAddressesのAmazon EC2API リファレンス
• ReleaseAddressのAmazon EC2API リファレンス

リージョンとアベイラビリティーゾーンを使用する
リージョンの詳細を表示する

アカウントに使用可能なリージョンを一覧表示するには、Ec2Client の describeRegions メソッドを呼
び出します。このメソッドからは、DescribeRegionsResponse が返されます。返されたオブジェクトの
regions メソッドを呼び出して、各リージョンを表す Region オブジェクトの一覧を取得します。

インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeRegionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AvailabilityZone;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesResponse;

Code

        try { 

            DescribeRegionsResponse regionsResponse = ec2.describeRegions(); 
            for(Region region : regionsResponse.regions()) { 
                System.out.printf( 
                        "Found Region %s " + 
                                "with endpoint %s", 
                        region.regionName(), 
                        region.endpoint()); 
                System.out.println();

フレームワークの使用の詳細については、完全な例オン GitHub。

アベイラビリティーゾーンの詳細を表示する

アカウントに使用可能な各アベイラビリティーゾーンを一覧表示するには、Ec2Client 
の describeAvailabilityZones メソッドを呼び出します。このメソッドから
は、DescribeAvailabilityZonesResponse が返されます。それを呼んでavailabilityZonesリストを取得
するメソッドAvailabilityZone各アベイラビリティーゾーンを表す。

インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeRegionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AvailabilityZone;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesResponse;

Code

Ec2Client を作成します。
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        software.amazon.awssdk.regions.Region region = 
 software.amazon.awssdk.regions.Region.US_EAST_1; 
        Ec2Client ec2 = Ec2Client.builder() 
                .region(region) 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
                .build();

その後、を呼び出します describeAvailabilityZones() を選択し、結果を取得します。

            DescribeAvailabilityZonesResponse zonesResponse = 
                    ec2.describeAvailabilityZones(); 

            for(AvailabilityZone zone : zonesResponse.availabilityZones()) { 
                System.out.printf( 
                        "Found Availability Zone %s " + 
                                "with status %s " + 
                                "in region %s", 
                        zone.zoneName(), 
                        zone.state(), 
                        zone.regionName()); 
                System.out.println();

フレームワークの使用の詳細については、完全な例オン GitHub。

アカウントの説明

アカウントの詳細を表示するには、Ec2Client の describeAccountAttributes メソッドを呼び出
します。このメソッドは、DescribeAccountAttributesResponseオブジェクト。このオブジェクトを起
動accountAttributesリストを取得するメソッドAccountAttributeオブジェクト。リストを反復処理し
て、AccountAttributeオブジェクト。

アカウントの属性値は、AccountAttributeオブジェクトのattributeValues方法。このメソッド
は、AccountAttributeValueオブジェクト。この 2 番目のリストを反復処理して、属性の値を表示できます 
(次のコード例を参照)。

インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAccountAttributesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;

Code

    public static void describeEC2Account(Ec2Client ec2) { 

        try{ 
            DescribeAccountAttributesResponse accountResults = 
 ec2.describeAccountAttributes(); 
            accountResults.accountAttributes().forEach(attribute -> { 
                        System.out.print("\n The name of the attribute is 
 "+attribute.attributeName()); 

                        attribute.attributeValues().forEach(myValue -> 
                            System.out.print("\n The value of the attribute is 
 "+myValue.attributeValue())); 
                        } 
            ); 
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        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

フレームワークの使用の詳細については、完全な例オン GitHub。

詳細情報

• Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドのリージョンとアベイラビリティーゾーン
• DescribeRegionsのAmazon EC2API リファレンス
• DescribeAvailabilityZonesのAmazon EC2API リファレンス

Amazon EC2 キーペアの使用
キーペアを作成する
キーペアを作成するには、そのキーの名前を含む createKeyPairCreateKeyPairRequest を使用して 
Ec2Client の  メソッドを呼び出します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateKeyPairRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateKeyPairResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;

Code

    public static void createEC2KeyPair(Ec2Client ec2,String keyName ) { 

        try { 
            CreateKeyPairRequest request = CreateKeyPairRequest.builder() 
                .keyName(keyName).build(); 

            ec2.createKeyPair(request); 
            System.out.printf( 
                "Successfully created key pair named %s", 
                keyName); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
     }

GitHub で完全な例をご覧ください。

キーペアの記述
キーペアを一覧表示したりキーペアに関する情報を入手するには、Ec2Client の describeKeyPairs
メソッドを呼び出します。 メソッドを呼び出すことで、キーペアの一覧へのアクセスに使用可能な
DescribeKeyPairsResponsekeyPairs が返り、それに伴い、KeyPairInfo オブジェクトの一覧が返りま
す。

インポート
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import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeKeyPairsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.KeyPairInfo;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;

Code

    public static void describeEC2Keys( Ec2Client ec2){ 

        try { 
            DescribeKeyPairsResponse response = ec2.describeKeyPairs(); 

            for(KeyPairInfo keyPair : response.keyPairs()) { 
                System.out.printf( 
                    "Found key pair with name %s " + 
                            "and fingerprint %s", 
                    keyPair.keyName(), 
                    keyPair.keyFingerprint()); 
             } 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
         } 

    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

キーペアの削除
キーペアを削除するには、Ec2Client の deleteKeyPair メソッドを呼び出し、それに削除するキーペア
の名前を含む DeleteKeyPairRequest を渡します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteKeyPairRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteKeyPairResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;

Code

    public static void deleteKeys(Ec2Client ec2, String keyPair) { 

       try { 

           DeleteKeyPairRequest request = DeleteKeyPairRequest.builder() 
                .keyName(keyPair) 
                .build(); 

           DeleteKeyPairResponse response = ec2.deleteKeyPair(request); 
            System.out.printf( 
                "Successfully deleted key pair named %s", keyPair); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
           System.exit(1); 
        } 
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    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• Amazon EC2キーペアのAmazon EC2Linux インスタンス用ユーザーガイド
• Amazon EC2 API リファレンスの CreateKeyPair
• Amazon EC2 API リファレンスの DescribeKeyPairs
• Amazon EC2 API リファレンスの DeleteKeyPair

のセキュリティグループの操作についてAmazon EC2
セキュリティグループの作成
セキュリティグループを作成するには、そのキーの名前を含む
createSecurityGroupCreateSecurityGroupRequest を使用して Ec2Client の  メソッドを呼び出しま
す。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateSecurityGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AuthorizeSecurityGroupIngressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AuthorizeSecurityGroupIngressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IpPermission;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateSecurityGroupResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IpRange;

Code

            CreateSecurityGroupRequest createRequest = CreateSecurityGroupRequest.builder() 
                .groupName(groupName) 
                .description(groupDesc) 
                .vpcId(vpcId) 
                .build(); 

            CreateSecurityGroupResponse resp= ec2.createSecurityGroup(createRequest);

GitHub で完全な例をご覧ください。

セキュリティグループを設定する
セキュリティグループは、Amazon EC2 インスタンスへのインバウンド (ingress) とアウトバウンド 
(egress) トラフィックの両方を制御できます。

セキュリティグループに Ingress ルールを追加するには、Ec2Client の
authorizeSecurityGroupIngress メソッドを使用して、セキュリティグループの名前と
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest オブジェクト内で割り当てるアクセスルール (IpPermission) を指
定します。以下の例では、セキュリティグループへの IP のアクセス許可の追加方法を説明します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
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import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateSecurityGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AuthorizeSecurityGroupIngressRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AuthorizeSecurityGroupIngressResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IpPermission;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.CreateSecurityGroupResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IpRange;

Code

最初に、Ec2Client を作成します

        Region region = Region.US_WEST_2; 
        Ec2Client ec2 = Ec2Client.builder() 
                .region(region) 
                .build();

その後、Ec2Client の authorizeSecurityGroupIngress メソッドを使用します。

            IpRange ipRange = IpRange.builder() 
                .cidrIp("0.0.0.0/0").build(); 

            IpPermission ipPerm = IpPermission.builder() 
                .ipProtocol("tcp") 
                .toPort(80) 
                .fromPort(80) 
                .ipRanges(ipRange) 
                .build(); 

            IpPermission ipPerm2 = IpPermission.builder() 
                .ipProtocol("tcp") 
                .toPort(22) 
                .fromPort(22) 
                .ipRanges(ipRange) 
                .build(); 

            AuthorizeSecurityGroupIngressRequest authRequest = 
                AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder() 
                        .groupName(groupName) 
                        .ipPermissions(ipPerm, ipPerm2) 
                        .build(); 

            AuthorizeSecurityGroupIngressResponse authResponse = 
            ec2.authorizeSecurityGroupIngress(authRequest); 

            System.out.printf( 
                "Successfully added ingress policy to Security Group %s", 
                groupName); 

            return resp.groupId(); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

セキュリティグループに egress ルールを追加するには、同様のデータを Ec2Client の
authorizeSecurityGroupEgress メソッドに AuthorizeSecurityGroupEgressRequest で指定します。

GitHub で完全な例をご覧ください。
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セキュリティグループを記述する
セキュリティグループについて記述、またはそれらに関する情報を収集するには、Ec2Client の
describeSecurityGroups メソッドを呼び出します。これにより DescribeSecurityGroupsResponse が
返されます。SecurityGroup オブジェクトのリストを返す securityGroups メソッドを呼び出し、この
オブジェクトを渡すことで、セキュリティグループのリストにアクセスできます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeSecurityGroupsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeSecurityGroupsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.SecurityGroup;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;

Code

     public static void describeEC2SecurityGroups(Ec2Client ec2, String groupId) { 

        try { 
            DescribeSecurityGroupsRequest request = 
                DescribeSecurityGroupsRequest.builder() 
                        .groupIds(groupId).build(); 

            DescribeSecurityGroupsResponse response = 
                ec2.describeSecurityGroups(request); 

             for(SecurityGroup group : response.securityGroups()) { 
                System.out.printf( 
                    "Found Security Group with id %s, " + 
                            "vpc id %s " + 
                            "and description %s", 
                    group.groupId(), 
                    group.vpcId(), 
                    group.description()); 
            } 
        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

セキュリティグループを削除する
セキュリティグループを削除するには、Ec2Client の deleteSecurityGroup メソッドを呼び出し、それ
に削除するセキュリティグループの ID を含む DeleteSecurityGroupRequest を渡します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.Ec2Client;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DeleteSecurityGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ec2.model.Ec2Exception;

Code

    public static void deleteEC2SecGroup(Ec2Client ec2,String groupId) { 
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        try { 
            DeleteSecurityGroupRequest request = DeleteSecurityGroupRequest.builder() 
                .groupId(groupId) 
                .build(); 

            ec2.deleteSecurityGroup(request); 
            System.out.printf( 
                "Successfully deleted Security Group with id %s", groupId); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
     }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• Amazon EC2セキュリティグループのAmazon EC2Linux インスタンス用ユーザーガイド
• Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドでの Linux インスタンスのインバウンドトラフィッ

クの承認
• Amazon EC2 API リファレンスの CreateSecurityGroup
• Amazon EC2 API リファレンスの DescribeSecurityGroups
• Amazon EC2 API リファレンスの DeleteSecurityGroup
• Amazon EC2 API リファレンスの AuthorizeSecurityGroupIngress

Amazon EC2 インスタンスメタデータを操作する
Amazon EC2 インスタンスメタデータサービス (メタデータクライアント) 用の Java SDK クライアントを
使用すると、アプリケーションはローカル EC2 インスタンスのメタデータにアクセスできます。メタデー
タクライアントは IMDSv2 のローカルインスタンス (インスタンスメタデータサービス v2) と連携し、
セッション指向のリクエストを使用します。

SDK には 2 つのクライアントクラスがあります。synchronousEc2MetadataClient はブロッキング操作
用で、Ec2MetadataAsyncClientは非同期、ノンブロッキングのユースケース用です。

開始方法

メタデータクライアントを使用するには、imds Maven アーティファクトをプロジェクトに追加します。
クラスパスにはSdkHttpClient (または非同期バリアントの anSdkAsyncHttpClient) クラスも必要で
す。

以下の Maven XML は、UrlConnectionHttpClient同期を使用する場合の依存関係スニペットと、メタデータ
クライアントの依存関係を示しています。

<dependencyManagement> 
   <dependencies> 
        <dependency> 
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
            <artifactId>bom</artifactId> 
            <version>VERSION</version> 
            <type>pom</type> 
            <scope>import</scope> 
        </dependency> 
    </dependencies>
</dependencyManagement>
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<dependencies> 
    <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>imds</artifactId> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>url-connection-client</artifactId> 
    </dependency> 
    <!-- other dependencies -->  
</dependencies>

Mavenbom 中央リポジトリでアーティファクトの最新バージョンを検索します。

非同期 HTTP クライアントを使用するには、url-connection-clientアーティファクトの依存関係ス
ニペットを置き換えてください。たとえば、NettyNioAsyncHttpClient次のスニペットは実装を取り入れて
います。

    <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
        <artifactId>netty-nio-client</artifactId> 
    </dependency>

メタデータクライアントを使用する

メタデータクライアントをインスタンス化する

SdkHttpClientクラスパスにインタフェースの実装が 1 つしかない場合
は、synchronousEc2MetadataClient のインスタンスをインスタンス化できます。そのためには、次の
スニペットに示すように staticEc2MetadataClient#create() メソッドを呼び出します。

Ec2MetadataClient client = Ec2MetadataClient.create(); // 'Ec2MetadataAsyncClient#create' 
 is the asynchronous version.

SdkHttpClientSdkHttpAsyncClientアプリケーションにまたはインタフェースの実装が複数ある場合
は、the section called “設定可能な HTTP クライアント” (p. 234)セクションに示すように、メタデータク
ライアントが使用する実装を指定する必要があります。

Note

Amazon S3 などのほとんどのサービスクライアントでは、SDK for 
JavaSdkHttpClientSdkHttpAsyncClient によって自動的にまたはインターフェ
イスの実装が追加されます。メタデータクライアントが同じ実装を使用している場合
は、Ec2MetadataClient#create()動作します。別の実装が必要な場合は、メタデータクライ
アントの作成時に指定する必要があります。

リクエストを送信

インスタンスメタデータを取得するには、EC2MetadataClientクラスをインスタンス化し、getインス
タンスメタデータのカテゴリを指定するパスパラメータを使用してメソッドを呼び出します。

次の例では、ami-idキーに関連する値をコンソールに出力します。

Ec2MetadataClient client = Ec2MetadataClient.create();
Ec2MetadataResponse response = client.get("/latest/meta-data/ami-id");
System.out.println(response.asString());
client.close(); // Closes the internal resources used by the Ec2MetadataClient class.
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パスが有効でない場合、getメソッドは例外をスローします。

close同じクライアントインスタンスを複数のリクエストに再利用しますが、リソースを解放する必要が
なくなったときにクライアントを呼び出します。close メソッドが呼び出されると、クライアントインス
タンスはそれ以上使用できなくなります。

応答を解析する

EC2 インスタンスのメタデータはさまざまな形式で出力できます。プレーンテキストと JSON が最も一般
的に使用される形式です。メタデータクライアントは、これらの形式を操作する方法を提供します。

次の例に示すように、asStringメソッドを使用してデータを Java 文字列として取得します。asListメ
ソッドを使用して、複数行を返すプレーンテキストの応答を区切ることもできます。

Ec2MetadataClient client = Ec2MetadataClient.create();
Ec2MetadataResponse response = client.get("/latest/meta-data/");
String fullResponse = response.asString();
List<String> splits = response.asList();

レスポンスが JSON の場合は、次のコードスニペットに示すよう
に、Ec2MetadataResponse#asDocumentメソッドを使用して JSON レスポンスを解析して Document
インスタンスに変換します。

Document fullResponse = response.asDocument();

メタデータの形式が JSON でない場合は、例外が発生します。レスポンスが正常に解析されたら、ドキュ
メント API を使用してレスポンスをより詳細に調べることができます。どのメタデータカテゴリが JSON 
形式の応答を返すかについては、インスタンスメタデータのカテゴリチャートを参照してください。

メタデータクライアントの設定

再試行

メタデータクライアントには再試行メカニズムを設定できます。これを行うと、クライアントは予期しな
い理由で失敗したリクエストを自動的に再試行できます。デフォルトでは、クライアントは失敗したリク
エストを 3 回再試行し、その試行の間には指数関数的なバックオフ時間を設けます。

ユースケースで別の再試行メカニズムが必要な場合は、retryPolicyビルダーのメソッドを使用してクラ
イアントをカスタマイズできます。たとえば、次の例は、試行の間隔が 2 秒で、再試行が 5 回という固定
遅延を設定した同期クライアントを示しています。

BackoffStrategy fixedBackoffStrategy = 
 FixedDelayBackoffStrategy.create(Duration.ofSeconds(2));
Ec2MetadataClient client = 
    Ec2MetadataClient.builder() 
                     .retryPolicy(retryPolicyBuilder -> retryPolicyBuilder.numRetries(5) 
                                                                           
 .backoffStrategy(fixedBackoffStrategy)) 
                     .build();

BackoffStrategiesメタデータクライアントで使用できるものはいくつかあります。

次のスニペットに示すように、再試行メカニズムを完全に無効にすることもできます。

Ec2MetadataClient client = 
    Ec2MetadataClient.builder() 
                    .retryPolicy(Ec2MetadataRetryPolicy.none()) 
                    .build();
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を使用すると、Ec2MetadataRetryPolicy#none()デフォルトの再試行ポリシーが無効になり、メタ
データクライアントは再試行を試みなくなります。

IP バージョン

デフォルトでは、メタデータクライアントはの IPV4 エンドポイントを使用しま
すhttp://169.254.169.254。IPV6 バージョンを使用するようにクライアントを変更するに
は、endpointModeendpointビルダーのまたはメソッドを使用します。ビルダーで両方のメソッドが呼
び出されると、例外が発生します。

次の例は、両方の IPV6 オプションを示しています。

Ec2MetadataClient client = 
    Ec2MetadataClient.builder() 
                     .endpointMode(EndpointMode.IPV6) 
                     .build();

Ec2MetadataClient client = 
    Ec2MetadataClient.builder() 
                     .endpoint(URI.create("http://[fd00:ec2::254]")) 
                     .build();

主な特徴

非同期クライアント

ノンブロッキングバージョンのクライアントを使用するには、Ec2MetadataAsyncClientクラスのイ
ンスタンスをインスタンス化します。次の例のコードは、デフォルト設定で非同期クライアントを作成
し、getami-idメソッドを使用してキーの値を取得します。

Ec2MetadataAsyncClient asyncClient = Ec2MetadataAsyncClient.create();
CompletableFuture<Ec2MetadataResponse> response = asyncClient.get("/latest/meta-data/ami-
id");

java.util.concurrent.CompletableFuturegetメソッドによって返されたは、レスポンスが戻った
時点で完了します。次の例では、ami-idメタデータをコンソールに出力します。

response.thenAccept(metadata -> System.out.println(metadata.asString()));

設定可能な HTTP クライアント

各メタデータクライアントのビルダーには、カスタマイズした HTTPhttpClient クライアントを提供す
るために使用できるメソッドがあります。

次の例では、UrlConnectionHttpClientカスタムインスタンスのコードを示しています。

SdkHttpClient httpClient = 
    UrlConnectionHttpClient.builder() 
                           .socketTimeout(Duration.ofMinutes(5)) 
                           .proxyConfiguration(proxy -> proxy.endpoint(URI.create("http://
proxy.example.net:8888")))) 
                           .build();
Ec2MetadataClient metaDataClient = 
    Ec2MetadataClient.builder() 
                     .httpClient(httpClient) 
                     .build();
// Use the metaDataClient instance.
metaDataClient.close();   // Close the instance when no longer needed.

234



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

AWS Identity and Access Management (IAM)

次の例は、NettyNioAsyncHttpClient非同期メタデータクライアントを使用するカスタムインスタン
スのコードを示しています。

SdkAsyncHttpClient httpAsyncClient =  
    NettyNioAsyncHttpClient.builder() 
                           .connectionTimeout(Duration.ofMinutes(5)) 
                           .maxConcurrency(100) 
                           .build();
Ec2MetadataAsyncClient asyncMetaDataClient = 
    Ec2MetadataAsyncClient.builder() 
                          .httpClient(httpAsyncClient) 
                          .build();
// Use the asyncMetaDataClient instance.
asyncMetaDataClient.close();   // Close the instance when no longer needed.

the section called “HTTP クライアント” (p. 52)このガイドのトピックでは、SDK for Java で使用可能な 
HTTP クライアントを構成する方法について詳しく説明します。

トークン・キャッシュ

メタデータクライアントはIMDSv2を使用するため、すべてのリクエストはセッションに関連付けられま
す。セッションは有効期限のあるトークンによって定義され、メタデータクライアントが自動的に管理し
ます。すべてのメタデータリクエストは、有効期限が切れるまで自動的にトークンを再利用します。

デフォルト設定では、トークンの有効期間は 6 時間 (21,600 秒) です。特定のユースケースで高度な設定
が必要でない限り、 time-to-live デフォルト設定は、デフォルトのままにすることをお勧めします。

必要に応じて、tokenTtlビルダーメソッドを使用して期間を設定します。たとえば、次のスニペットの
コードでは、セッション時間が 5 分のクライアントを作成します。

Ec2MetadataClient client = 
    Ec2MetadataClient.builder() 
                     .tokenTtl(Duration.ofMinutes(5)) 
                     .build();

tokenTtlビルダーでメソッドを呼び出さない場合は、デフォルトの継続時間である 21,600 が代わりに使
用されます。

IAMの使用
このセクションでは、プログラムの例を示します。IAMを使用してAWS SDK for Java2.x。

AWS Identity and Access Management (IAM) を使用すると、AWS のサービスおよびリソースに対するお
客様のユーザーのアクセスを安全にコントロールすることができます。IAM を使用すると、AWS のユー
ザーとグループを作成および管理し、許可を使用して AWS リソースへのアクセスを許可および拒否でき
ます。への完全なガイドについてはIAMでご覧ください。IAMユーザーガイド。

次の例には各手法を示すのに必要なコードのみが含まれます。完全なサンプルコードは GitHub で入手で
きます。そこから、単一のソースファイルをダウンロードするかリポジトリをローカルにクローン作成し
て、ビルドし実行するためのすべての例を取得できます。

トピック
• 管理IAMアクセスキー (p. 236)
• IAM ユーザーの管理 (p. 240)
• IAM アカウントエイリアスの使用 (p. 243)
• IAM ポリシーの使用 (p. 245)
• の使用IAMサーバー証明書 (p. 249)
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http://aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2
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管理IAMアクセスキー
アクセスキーの作成
IAM アクセスキーを作成するには、IamClient の createAccessKey メソッドを呼び出
し、CreateAccessKeyRequest オブジェクトを渡します。

Note

リージョンをに設定する必要がありますAWS_GLOBALにとって IamClient 仕事への呼び出しIAM
はグローバルサービスです。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateAccessKeyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateAccessKeyResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

Code

    public static String createIAMAccessKey(IamClient iam,String user) { 

        try { 
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder() 
                .userName(user).build(); 

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request); 
           String keyId = response.accessKey().accessKeyId(); 
           return keyId; 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

アクセスキーの一覧表示
特定のユーザーのアクセスキーを一覧表示するには、キーの一覧表示の対象となるユーザー名を含む
ListAccessKeysRequest オブジェクトを作成し、それを IamClient の listAccessKeys メソッドに渡し
ます。

Note

ユーザー名を listAccessKeys に渡さない場合は、リクエストに署名した AWS アカウント に
関連付けられているアクセスキーの一覧表示を試行します。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AccessKeyMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAccessKeysRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAccessKeysResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/CreateAccessKeyRequest.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/iam/src/main/java/com/example/iam/CreateAccessKey.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/ListAccessKeysRequest.html
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Code

    public static void listKeys( IamClient iam,String userName ){ 

        try { 
            boolean done = false; 
            String newMarker = null; 

            while (!done) { 
                ListAccessKeysResponse response; 

            if(newMarker == null) { 
                ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder() 
                        .userName(userName).build(); 
                response = iam.listAccessKeys(request); 
            } else { 
                ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder() 
                        .userName(userName) 
                        .marker(newMarker).build(); 
                response = iam.listAccessKeys(request); 
            } 

            for (AccessKeyMetadata metadata : 
                    response.accessKeyMetadata()) { 
                System.out.format("Retrieved access key %s", 
                        metadata.accessKeyId()); 
            } 

            if (!response.isTruncated()) { 
                done = true; 
            } else { 
                newMarker = response.marker(); 
            } 
        } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

listAccessKeys の結果はページ分割されます (デフォルトで最大 1 回の呼び出しごとに 100 
レコード)。返された ListAccessKeysResponse オブジェクトで isTruncated を呼び出し、
クエリで返す結果を少なくできるかどうかを確認できます。利用可能な場合は、marker で
ListAccessKeysResponse を呼び出して、新しいリクエストを作成するときに使用します。この新しい
リクエストを listAccessKeys の次の呼び出しで使用します。

GitHub で完全な例をご覧ください。

アクセスキーの最終使用時刻の取得

アクセスキーが最後に使用された時刻を取得するには、そのアクセスキーの ID 
(GetAccessKeyLastUsedRequest オブジェクトの使用時に渡すことができる) で IamClient の
getAccessKeyLastUsed メソッドを呼び出します。

返された GetAccessKeyLastUsedResponse オブジェクトを使用して、キーの最終使用時刻を取得できま
す。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/ListAccessKeysResponse.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/iam/src/main/java/com/example/iam/ListAccessKeys.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/GetAccessKeyLastUsedRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/GetAccessKeyLastUsedResponse.html
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import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetAccessKeyLastUsedRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetAccessKeyLastUsedResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

Code

    public static void getAccessKeyLastUsed(IamClient iam, String accessId ){ 

        try { 
            GetAccessKeyLastUsedRequest request = GetAccessKeyLastUsedRequest.builder() 
                    .accessKeyId(accessId).build(); 

            GetAccessKeyLastUsedResponse response = iam.getAccessKeyLastUsed(request); 

            System.out.println("Access key was last used at: " + 
                    response.accessKeyLastUsed().lastUsedDate()); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

アクセスキーのアクティブ化または非アクティブ化

アクセスキーをアクティブ化または非アクティブ化するには、UpdateAccessKeyRequest オブジェクトを
作成し、アクセスキー ID、オプションでユーザー名、また目的のステータスを渡して、次にそのリクエス
トオブジェクトを IamClient の updateAccessKey メソッドに渡します。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.StatusType;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.UpdateAccessKeyRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;

Code

       public static void updateKey(IamClient iam, String username, String accessId, String 
 status ) { 

          try { 
              if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("active")) { 
                  statusType = StatusType.ACTIVE; 
              } else if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("inactive")) { 
                  statusType = StatusType.INACTIVE; 
              } else { 
                  statusType = StatusType.UNKNOWN_TO_SDK_VERSION; 
              } 
              UpdateAccessKeyRequest request = UpdateAccessKeyRequest.builder() 
                .accessKeyId(accessId) 
                .userName(username) 
                .status(statusType) 
                .build(); 

              iam.updateAccessKey(request); 
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/iam/src/main/java/com/example/iam/AccessKeyLastUsed.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/UpdateAccessKeyRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/StatusType.html


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

AWS Identity and Access Management (IAM)

              System.out.printf( 
                "Successfully updated the status of access key %s to" + 
                        "status %s for user %s", accessId, status, username); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

アクセスキーの削除

アクセスキーを完全に削除するには、IamClient の deleteKey メソッドを呼び出し、それにアクセスキー
の ID とユーザーネームを含む DeleteAccessKeyRequest を渡します。

Note

削除してしまうと、キーは取得することも使用することもできなくなります。後で再度アクティ
ブ化できるようキーを一時的に非アクティブ化するには、代わりに updateAccessKey (p. 238)
メソッドを使用します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeleteAccessKeyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

Code

    public static void deleteKey(IamClient iam ,String username, String accessKey ) { 

        try { 
            DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder() 
                    .accessKeyId(accessKey) 
                    .userName(username) 
                    .build(); 

            iam.deleteAccessKey(request); 
            System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey + 
                " from user " + username); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• IAM API リファレンスの CreateAccessKey
• IAM API リファレンスの ListAccessKeys
• IAM API リファレンスの GetAccessKeyLastUsed
• IAM API リファレンスの UpdateAccessKey
• IAM API リファレンスの DeleteAccessKey
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/iam/src/main/java/com/example/iam/UpdateAccessKey.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/DeleteAccessKeyRequest.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/iam/src/main/java/com/example/iam/DeleteAccessKey.java
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_CreateAccessKey.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListAccessKeys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_GetAccessKeyLastUsed.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_UpdateAccessKey.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_DeleteAccessKey.html
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IAM ユーザーの管理
ユーザーの作成

新しい IAM ユーザーを作成するには、ユーザー名を含む CreateUserRequest オブジェクトを使用し
て、IamClient の createUser メソッドにユーザー名を渡します。

インポート

import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateUserRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateUserResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.waiters.IamWaiter;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetUserRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetUserResponse;

Code

    public static String createIAMUser(IamClient iam, String username ) { 

        try { 
            // Create an IamWaiter object 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 

            CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder() 
                    .userName(username) 
                    .build(); 

            CreateUserResponse response = iam.createUser(request); 

            // Wait until the user is created 
            GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder() 
                    .userName(response.user().userName()) 
                    .build(); 

            WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists = 
 iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest); 
            waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.user().userName(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
       return ""; 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

ユーザーの一覧表示

アカウントの IAM ユーザーを一覧表示するには、新しい ListUsersRequest を作成して、それを IamClient 
の listUsers メソッドに渡します。返された usersListUsersResponse オブジェクトで  を呼び出すこ
とでユーザーのリストを取得できます。

listUsers によって返されたユーザーのリストはページ分割されます。取得できる結果がさらにあるこ
とを確認するには、応答オブジェクトの isTruncated メソッドを呼び出します。true が返った場合
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/CreateUserRequest.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/iam/src/main/java/com/example/iam/CreateUser.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/ListUsersRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/ListUsersResponse.html
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は、応答オブジェクトの marker() メソッドを呼び出します。マーカー値を使用して、新しいリクエスト
オブジェクトを作成します。次に、listUsers メソッドを新しいリクエストで再度呼び出します。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListUsersRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListUsersResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.User;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;

Code

    public static void listAllUsers(IamClient iam ) { 

        try { 

             boolean done = false; 
             String newMarker = null; 

             while(!done) { 
                ListUsersResponse response; 

                if (newMarker == null) { 
                    ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder().build(); 
                    response = iam.listUsers(request); 
                } else { 
                    ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder() 
                        .marker(newMarker).build(); 
                    response = iam.listUsers(request); 
                } 

                for(User user : response.users()) { 
                 System.out.format("\n Retrieved user %s", user.userName()); 
                } 

                if(!response.isTruncated()) { 
                  done = true; 
                } else { 
                    newMarker = response.marker(); 
                } 
            } 
        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

ユーザーの更新

ユーザーを更新するには、 IamClient オブジェクトupdateUserメソッド。これ
は、UpdateUserRequestユーザーの変更に使用できるオブジェクト名前または道。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/iam/src/main/java/com/example/iam/ListUsers.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/UpdateUserRequest.html
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import software.amazon.awssdk.services.iam.model.UpdateUserRequest;

Code

    public static void updateIAMUser(IamClient iam, String curName,String newName ) { 

        try { 
            UpdateUserRequest request = UpdateUserRequest.builder() 
                    .userName(curName) 
                    .newUserName(newName) 
                    .build(); 

            iam.updateUser(request); 
            System.out.printf("Successfully updated user to username %s", 
                newName); 
        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
      }

GitHub で完全な例をご覧ください。

ユーザーの削除

ユーザーを削除するには、UpdateUserRequest オブジェクトに削除するユーザー名を設定して、IamClient 
の deleteUser リクエストを呼び出します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeleteUserRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

Code

    public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) { 

        try { 
            DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder() 
                    .userName(userName) 
                    .build(); 

            iam.deleteUser(request); 
            System.out.println("Successfully deleted IAM user " + userName); 
        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• IAMユーザーのIAMユーザーガイド
• IAM ユーザーガイドの IAM ユーザーの管理
• IAM API リファレンスの CreateUser
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/iam/src/main/java/com/example/iam/UpdateUser.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/UpdateUserRequest.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/iam/src/main/java/com/example/iam/DeleteUser.java
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_manage.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_CreateUser.html
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• IAM API リファレンスの ListUsers
• IAM API リファレンスの UpdateUser
• IAM API リファレンスの DeleteUser

IAM アカウントエイリアスの使用
サインインページの URL に、AWS アカウント ID ではなく企業の名前または他のわかりやすい識別子を
含めるには、AWS アカウント のエイリアスを作成します。

Note

AWS ではアカウントごとに 1 つのアカウントのエイリアスのみがサポートされます。

アカウントエイリアスを作成する
アカウントエイリアスを作成するには、 IamClientcreateAccountAliasCreateAccountAliasRequestエ
イリアス名を含むオブジェクトを使用してのメソッドを呼び出します。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateAccountAliasRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

Code

    public static void createIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias) { 

        try { 
            CreateAccountAliasRequest request = CreateAccountAliasRequest.builder() 
                .accountAlias(alias) 
                .build(); 

            iam.createAccountAlias(request); 
            System.out.println("Successfully created account alias: " + alias); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

の完全な例を参照してください GitHub。

アカウントエイリアスを一覧表示する
アカウントエイリアスを一覧表示するには、 IamClient'slistAccountAliases メソッドを呼び出しま
す。

Note

返されるメソッドは、ListAccountAliasesResponseisTruncatedmarkerAWS SDK for Java他の
リストメソッドと同じおよびメソッドをサポートしますが、アカウントに設定できるアカウント
エイリアスは 1 つだけです。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListUsers.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_UpdateUser.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_DeleteUser.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/CreateAccountAliasRequest.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/iam/src/main/java/com/example/iam/CreateAccountAlias.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/iam/model/ListAccountAliasesResponse.html
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import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAccountAliasesResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;

Code

    public static void listAliases(IamClient iam) { 

        try { 
            ListAccountAliasesResponse response = iam.listAccountAliases(); 

            for (String alias : response.accountAliases()) { 
                System.out.printf("Retrieved account alias %s", alias); 
            } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

の完全な例を参照してください GitHub。

アカウントエイリアスを削除する
アカウントエイリアスを削除するには、 IamClient'sdeleteAccountAlias メソッドを呼び出します。ア
カウントエイリアスを削除するときは、DeleteAccountAliasRequestオブジェクトを使用してその名前を指
定する必要があります。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeleteAccountAliasRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

Code

    public static void deleteIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias ) { 

        try { 
            DeleteAccountAliasRequest request = DeleteAccountAliasRequest.builder() 
                    .accountAlias(alias) 
                    .build(); 

            iam.deleteAccountAlias(request); 
            System.out.println("Successfully deleted account alias " + alias); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

の完全な例を参照してください GitHub。

詳細情報

• IAM ユーザーガイドの AWS アカウント ID とそのエイリアス
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• CreateAccountAliasIAMAPI リファレンス内
• ListAccountAliasesIAMAPI リファレンス内
• DeleteAccountAliasIAMAPI リファレンス内

IAM ポリシーの使用
ポリシーの作成
新しいポリシーを作成するには、CreatePolicyRequest 内のポリシーの名前および JSON 形式のポリシー
ドキュメントを IamClient の createPolicy メソッドに渡します。

インポート

import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreatePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreatePolicyResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.waiters.IamWaiter;

Code

    public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName ) { 

        try { 
            // Create an IamWaiter object 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 

            CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder() 
                .policyName(policyName) 
                .policyDocument(PolicyDocument).build(); 

            CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request); 

            // Wait until the policy is created 
            GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder() 
                    .policyArn(response.policy().arn()) 
                    .build(); 

            WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists = 
 iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest); 
            waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.policy().arn(); 

         } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return "" ; 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

ポリシーの取得
既存のポリシーを取得するには、IamClient の getPolicy メソッドを呼び出して、GetPolicyRequest オ
ブジェクト内のポリシーの ARN を渡します。
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インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

Code

    public static void getIAMPolicy(IamClient iam, String policyArn) { 

        try { 

            GetPolicyRequest request = GetPolicyRequest.builder() 
                .policyArn(policyArn).build(); 

            GetPolicyResponse response = iam.getPolicy(request); 
            System.out.format("Successfully retrieved policy %s", 
                response.policy().policyName()); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

ロールポリシーのアタッチ
ポリシーを IAM ロールにアタッチするには、IamClient の attachRolePolicy メソッドを呼び出し、そ
れに AttachRolePolicyRequest 内のロール名およびポリシー ARN を渡します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AttachRolePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AttachedPolicy;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAttachedRolePoliciesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAttachedRolePoliciesResponse;
import java.util.List;

Code

    public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String 
 policyArn ) { 

        try { 

             ListAttachedRolePoliciesRequest request = 
 ListAttachedRolePoliciesRequest.builder() 
                    .roleName(roleName) 
                    .build(); 

            ListAttachedRolePoliciesResponse  response = 
 iam.listAttachedRolePolicies(request); 
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies(); 
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            // Ensure that the policy is not attached to this role 
            String polArn = ""; 
            for (AttachedPolicy policy: attachedPolicies) { 
                polArn = policy.policyArn(); 
                if (polArn.compareTo(policyArn)==0) { 
                   System.out.println(roleName + 
                            " policy is already attached to this role."); 
                    return; 
                } 
          } 

            AttachRolePolicyRequest attachRequest = 
                AttachRolePolicyRequest.builder() 
                        .roleName(roleName) 
                        .policyArn(policyArn) 
                        .build(); 

            iam.attachRolePolicy(attachRequest); 

            System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + 
                " to role " + roleName); 

         } catch (IamException e) { 
                System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
                System.exit(1); 
          } 

     System.out.println("Done"); 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

アタッチ済みロールポリシーの一覧表示
ロールのアタッチ済みポリシーを一覧表示するには、IamClient の listAttachedRolePolicies
メソッドを呼び出します。このメソッドは、ポリシーを一覧表示するロール名を含む
ListAttachedRolePoliciesRequest オブジェクトを受け取ります。

返された ListAttachedRolePoliciesResponse オブジェクトで getAttachedPolicies を呼
び出し、アタッチ済みポリシーのリストを取得します。結果は切り捨てられる場合がありま
す。ListAttachedRolePoliciesResponse オブジェクトの isTruncated メソッドが true
を返す場合は、ListAttachedRolePoliciesResponse オブジェクトの marker メソッドを
呼び出します。返るマーカーを使用して新しいリクエストを作成します。また、それを使用して
listAttachedRolePolicies を再び呼び出し、結果の次のバッチを取得します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AttachRolePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AttachedPolicy;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAttachedRolePoliciesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAttachedRolePoliciesResponse;
import java.util.List;

Code

    public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String 
 policyArn ) { 

        try { 
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             ListAttachedRolePoliciesRequest request = 
 ListAttachedRolePoliciesRequest.builder() 
                    .roleName(roleName) 
                    .build(); 

            ListAttachedRolePoliciesResponse  response = 
 iam.listAttachedRolePolicies(request); 
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies(); 

            // Ensure that the policy is not attached to this role 
            String polArn = ""; 
            for (AttachedPolicy policy: attachedPolicies) { 
                polArn = policy.policyArn(); 
                if (polArn.compareTo(policyArn)==0) { 
                   System.out.println(roleName + 
                            " policy is already attached to this role."); 
                    return; 
                } 
          } 

            AttachRolePolicyRequest attachRequest = 
                AttachRolePolicyRequest.builder() 
                        .roleName(roleName) 
                        .policyArn(policyArn) 
                        .build(); 

            iam.attachRolePolicy(attachRequest); 

            System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + 
                " to role " + roleName); 

         } catch (IamException e) { 
                System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
                System.exit(1); 
          } 

     System.out.println("Done"); 
    }

GitHub の {https---github-com-awsdocs-aws-doc-sdk-examples-blob-master-javav2-example-code-iam-src-
main-java-com-example-iam-AttachRolePolicy-java}[完全な例] を参照してください。

ロールポリシーのデタッチ
ロールからポリシーをデタッチするには、IamClient の detachRolePolicy メソッドを呼び出し、それ
に DetachRolePolicyRequest 内のロール名およびポリシー ARN を渡します。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DetachRolePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

Code

    public static void detachPolicy(IamClient iam, String roleName, String policyArn ) { 

        try { 
            DetachRolePolicyRequest request = DetachRolePolicyRequest.builder() 
                    .roleName(roleName) 
                    .policyArn(policyArn) 
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                    .build(); 

            iam.detachRolePolicy(request); 
            System.out.println("Successfully detached policy " + policyArn + 
                " from role " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• IAM ユーザーガイドの IAM ポリシーの概要。
• AWSIAMポリシーリファレンスのIAMユーザーガイド。
• IAM API リファレンスの CreatePolicy
• IAM API リファレンスの GetPolicy
• IAM API リファレンスの AttachRolePolicy
• IAM API リファレンスの ListAttachedRolePolicies
• IAM API リファレンスの DetachRolePolicy

の使用IAMサーバー証明書
AWS でウェブサイトまたはアプリケーションへの HTTPS 接続を有効にするには、SSL/TLS サーバー証
明書が必要です。AWS Certificate Manager から提供されたサーバー証明書、または外部プロバイダーから
入手したサーバー証明書を使用できます。

ACM を使用してサーバー証明書のプロビジョニング、管理、デプロイを行うことをお勧めします。ACM 
を使用すると、証明書をリクエストし、それを AWS リソースにデプロイして、証明書の更新を ACM で
処理できます。ACM で提供される証明書は無料です。ACM の詳細については、AWS Certificate Manager 
ユーザーガイドを参照してください。

サーバー証明書の取得
サーバー証明書を取得するには、IamClient の getServerCertificate メソッドを呼び出し、それに証
明書の名前を含む GetServerCertificateRequest を渡します。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetServerCertificateRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetServerCertificateResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

Code

    public static void getCertificate(IamClient iam,String certName ) { 

        try { 
            GetServerCertificateRequest request = GetServerCertificateRequest.builder() 
                    .serverCertificateName(certName) 
                    .build(); 
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            GetServerCertificateResponse response = iam.getServerCertificate(request); 
            System.out.format("Successfully retrieved certificate with body %s", 
                response.serverCertificate().certificateBody()); 

         } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

サーバー証明書の一覧表示
サーバー証明書を一覧表示するには、listServerCertificatesListServerCertificatesRequest を使用
して IamClient の  メソッドを呼び出します。これにより ListServerCertificatesResponse が返されます。

返された ListServerCertificateResponse オブジェクトの serverCertificateMetadataList
メソッドを呼び出して、各証明書についての情報を取得するために使用できる ServerCertificateMetadata
オブジェクトの一覧を取得します。

結果は切り捨てられる場合があります。ListServerCertificateResponse オブジェクトの
isTruncated メソッドが true を返す場合は、ListServerCertificatesResponse オブジェクトの
marker メソッドを呼び出します。その後、マーカーを使用して新しいリクエストを作成します。この新
しいリクエストを使用して、再度 listServerCertificates を呼び出し、結果の次のバッチを取得し
ます。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListServerCertificatesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListServerCertificatesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ServerCertificateMetadata;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;

Code

    public static void listCertificates(IamClient iam) { 

        try { 
            boolean done = false; 
            String newMarker = null; 

            while(!done) { 
              ListServerCertificatesResponse response; 

            if (newMarker == null) { 
                ListServerCertificatesRequest request = 
                        ListServerCertificatesRequest.builder().build(); 
                response = iam.listServerCertificates(request); 
            } else { 
                ListServerCertificatesRequest request = 
                        ListServerCertificatesRequest.builder() 
                                .marker(newMarker).build(); 
                response = iam.listServerCertificates(request); 
            } 

            for(ServerCertificateMetadata metadata : 
                    response.serverCertificateMetadataList()) { 
                System.out.printf("Retrieved server certificate %s", 
                        metadata.serverCertificateName()); 
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            } 

            if(!response.isTruncated()) { 
                done = true; 
            } else { 
                newMarker = response.marker(); 
            } 
        } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

サーバー証明書の更新

サーバー証明書の名前やパスを更新するには、IamClient の updateServerCertificate メソッドを呼
び出します。サーバー証明書の現在の名前および使用する新しい名前か新しいパスのいずれかを使って設
定した UpdateServerCertificateRequest オブジェクトが使用されます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.UpdateServerCertificateRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.UpdateServerCertificateResponse;

Code

    public static void updateCertificate(IamClient iam, String curName, String newName) { 

        try { 
            UpdateServerCertificateRequest request = 
                UpdateServerCertificateRequest.builder() 
                        .serverCertificateName(curName) 
                        .newServerCertificateName(newName) 
                        .build(); 

            UpdateServerCertificateResponse response = 
                iam.updateServerCertificate(request); 

            System.out.printf("Successfully updated server certificate to name %s", 
                newName); 

        } catch (IamException e) { 
             System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
             System.exit(1); 
        } 
     }

GitHub で完全な例をご覧ください。

サーバー証明書の削除
サーバー証明書を削除するには、証明書の名前を含む DeleteServerCertificateRequest を使用し
て、IamClient の deleteServerCertificate メソッドを呼び出します。
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インポート

import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeleteServerCertificateRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

Code

    public static void deleteCert(IamClient iam,String certName ) { 

        try { 
            DeleteServerCertificateRequest request = 
                DeleteServerCertificateRequest.builder() 
                        .serverCertificateName(certName) 
                        .build(); 

            iam.deleteServerCertificate(request); 
            System.out.println("Successfully deleted server certificate " + 
                    certName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• IAM ユーザーガイドのサーバー証明書の使用
• IAM API リファレンスの GetServerCertificate
• IAM API リファレンスの ListServerCertificates
• IAM API リファレンスの UpdateServerCertificate
• IAM API リファレンスの DeleteServerCertificate
• AWS Certificate Manager ユーザーガイド

Amazon Athenaの使用
Amazon Athena は、標準 SQL を使用して、Amazon S3 でデータをクエリしたり、ビッグデータを分析し
たりするサーバーレスのインタラクティブクエリサービスです。手順を含む完全なサンプルコードについ
ては、次のリソースを参照してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

CloudWatchの使用
このセクションでは、プログラムの例を示します。CloudWatchを使用してAWS SDK for Java2.x

Amazon CloudWatch は、Amazon Web Services (AWS) リソースと、AWS でリアルタイムに実行される
アプリケーションを監視します。リソースとアプリケーションで測定する変数であるメトリクスを収集
し、追跡するには、CloudWatch を使用できます。CloudWatch アラームは、定義するルールに従って通知
を送信し、また、モニタリングしているリソースに自動的に変更を行います。
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https://docs.aws.amazon.com/code-samples/latest/catalog/code-catalog-javav2-example_code-athena.html
http://aws.amazon.com/cloudwatch/
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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。

次の例には各手法を示すのに必要なコードのみが含まれます。完全なサンプルコードは GitHub で入手で
きます。そこから、単一のソースファイルをダウンロードするかリポジトリをローカルにクローン作成し
て、ビルドし実行するためのすべての例を取得できます。

トピック
• からのメトリクスの取得CloudWatch (p. 253)
• CloudWatch へのカスタムメトリクスデータの発行 (p. 254)
• CloudWatch アラームの使用 (p. 255)
• CloudWatch でのアラームアクションの使用 (p. 258)
• にイベントを送信するCloudWatch (p. 259)

からのメトリクスの取得CloudWatch
メトリクスの一覧表示
CloudWatch メトリクスを一覧表示するには、ListMetricsRequest を作成して CloudWatchClient の
listMetrics メソッドを呼び出します。ListMetricsRequest を使用して、名前空間、メトリクス
名、またはディメンションで返されたメトリクスをフィルタリングできます。

Note

投稿する指標とディメンションのリストAWSサービスは、Amazon CloudWatchメトリクスとディ
メンションのリファレンスのAmazon CloudWatchユーザーガイド。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.ListMetricsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.ListMetricsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.Metric;

Code

    public static void listMets( CloudWatchClient cw, String namespace) { 

        boolean done = false; 
        String nextToken = null; 

        try { 
            while(!done) { 

                ListMetricsResponse response; 

                if (nextToken == null) { 
                   ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                        .namespace(namespace) 
                        .build(); 

                 response = cw.listMetrics(request); 
                } else { 
                  ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                        .namespace(namespace) 
                        .nextToken(nextToken) 
                        .build(); 
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatch/model/ListMetricsRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CW_Support_For_AWS.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CW_Support_For_AWS.html
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                response = cw.listMetrics(request); 
            } 

            for (Metric metric : response.metrics()) { 
                System.out.printf( 
                        "Retrieved metric %s", metric.metricName()); 
                System.out.println(); 
            } 

            if(response.nextToken() == null) { 
                done = true; 
            } else { 
                nextToken = response.nextToken(); 
            } 
        } 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

このメトリクスは、 メソッドを呼び出すことによって ListMetricsResponsegetMetrics で返ります。

結果はページ分割される場合があります。結果の次のバッチを取得するには、レスポンスオブジェクトの
nextToken を呼び出し、そのトークン値を使用して、新しいリクエストオブジェクトをビルドします。
次に、listMetrics メソッドを新しいリクエストで再度呼び出します。

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• Amazon CloudWatch API リファレンスの ListMetrics

CloudWatch へのカスタムメトリクスデータの発行
複数の AWS のサービスが「AWS」で始まる名前空間で独自のメトリクスを発行します。(「AWS」で始ま
らない限り) 独自の名前空間を使用してカスタムメトリクスデータを発行することもできます。

カスタムメトリクスデータのパブリッシュ
独自のメトリクスデータを発行するには、CloudWatchClient の putMetricData メソッドを
PutMetricDataRequest で呼び出します。PutMetricDataRequest には、データ用に使用するカスタム名
前空間と、MetricDatum オブジェクト内のデータポイント自体に関する情報が含まれている必要がありま
す。

Note

「AWS」で始まる名前空間を指定することはできません。「AWS」で始まる名前空間は、Amazon 
Web Services 製品による利用のために予約されています。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.Dimension;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.MetricDatum;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.StandardUnit;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.PutMetricDataRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;
import java.time.Instant;
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatch/model/ListMetricsResponse.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cloudwatch/src/main/java/com/example/cloudwatch/ListMetrics.java
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_ListMetrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/aws-namespaces.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatch/model/PutMetricDataRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatch/model/MetricDatum.html
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import java.time.ZoneOffset;
import java.time.ZonedDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

Code

    public static void putMetData(CloudWatchClient cw, Double dataPoint ) { 

        try { 
            Dimension dimension = Dimension.builder() 
                    .name("UNIQUE_PAGES") 
                    .value("URLS") 
                    .build(); 

            // Set an Instant object 
            String time = 
 ZonedDateTime.now( ZoneOffset.UTC ).format( DateTimeFormatter.ISO_INSTANT ); 
            Instant instant = Instant.parse(time); 

            MetricDatum datum = MetricDatum.builder() 
                .metricName("PAGES_VISITED") 
                .unit(StandardUnit.NONE) 
                .value(dataPoint) 
                .timestamp(instant) 
                .dimensions(dimension).build(); 

            PutMetricDataRequest request = PutMetricDataRequest.builder() 
                .namespace("SITE/TRAFFIC") 
                .metricData(datum).build(); 

            cw.putMetricData(request); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.printf("Successfully put data point %f", dataPoint); 
     }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• Amazon CloudWatch ユーザーガイドの Amazon CloudWatch メトリクスの使用。
• AWS名前空間のAmazon CloudWatchユーザーガイド。
• Amazon CloudWatch API リファレンスの PutMetricData

CloudWatch アラームの使用
アラームの作成
CloudWatch メトリクスに基づいてアラームを作成するには、 CloudWatchClientの putMetricAlarm メ
ソッドをアラーム条件に満たされた PutMetricAlarmRequest で呼び出します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.Dimension;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.PutMetricAlarmRequest;
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cloudwatch/src/main/java/com/example/cloudwatch/PutMetricData.java
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/working_with_metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/aws-namespaces.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_PutMetricData.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatch/model/PutMetricAlarmRequest.html
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import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.ComparisonOperator;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.Statistic;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.StandardUnit;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;

Code

    public static void putMetricAlarm(CloudWatchClient cw, String alarmName, String 
 instanceId) { 

        try { 
            Dimension dimension = Dimension.builder() 
                .name("InstanceId") 
                .value(instanceId).build(); 

            PutMetricAlarmRequest request = PutMetricAlarmRequest.builder() 
                .alarmName(alarmName) 
                .comparisonOperator( 
                        ComparisonOperator.GREATER_THAN_THRESHOLD) 
                .evaluationPeriods(1) 
                .metricName("CPUUtilization") 
                .namespace("AWS/EC2") 
                .period(60) 
                .statistic(Statistic.AVERAGE) 
                .threshold(70.0) 
                .actionsEnabled(false) 
                .alarmDescription( 
                        "Alarm when server CPU utilization exceeds 70%") 
                .unit(StandardUnit.SECONDS) 
                .dimensions(dimension) 
                .build(); 

            cw.putMetricAlarm(request); 
            System.out.printf( 
                    "Successfully created alarm with name %s", alarmName); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

アラームの一覧表示
作成した CloudWatch アラームを一覧表示するには、CloudWatchClient の describeAlarms メソッド
を、結果のオプションを設定するのに使用できる DescribeAlarmsRequest で呼び出します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.DescribeAlarmsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.DescribeAlarmsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.MetricAlarm;

Code

    public static void desCWAlarms( CloudWatchClient cw) { 
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cloudwatch/src/main/java/com/example/cloudwatch/PutMetricAlarm.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatch/model/DescribeAlarmsRequest.html
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        try { 

            boolean done = false; 
            String newToken = null; 

            while(!done) { 
                DescribeAlarmsResponse response; 

                if (newToken == null) { 
                    DescribeAlarmsRequest request = 
 DescribeAlarmsRequest.builder().build(); 
                    response = cw.describeAlarms(request); 
                } else { 
                    DescribeAlarmsRequest request = DescribeAlarmsRequest.builder() 
                        .nextToken(newToken) 
                        .build(); 
                    response = cw.describeAlarms(request); 
                } 

                for(MetricAlarm alarm : response.metricAlarms()) { 
                    System.out.printf("\n Retrieved alarm %s", alarm.alarmName()); 
                } 

                if(response.nextToken() == null) { 
                    done = true; 
                } else { 
                    newToken = response.nextToken(); 
                } 
            } 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.printf("Done"); 
    }

describeAlarms よって返された DescribeAlarmsResponse の MetricAlarms を呼び出することで、ア
ラームのリストを取得できます。

結果はページ分割される場合があります。結果の次のバッチを取得するには、レスポンスオブジェクトの
nextToken を呼び出し、そのトークン値を使用して、新しいリクエストオブジェクトをビルドします。
次に、describeAlarms メソッドを新しいリクエストで再度呼び出します。

Note

また、特定のメトリクスのアラームを取得するには、CloudWatchClient の
describeAlarmsForMetric メソッドを使用します。使用方法は describeAlarms と同様で
す。

GitHub で完全な例をご覧ください。

アラームの削除
CloudWatch アラームを削除するには、CloudWatchClient の deleteAlarms メソッドを、削除するア
ラームの名前を 1 つ以上含む DeleteAlarmsRequest で呼び出します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.DeleteAlarmsRequest;
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatch/model/DescribeAlarmsResponse.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cloudwatch/src/main/java/com/example/cloudwatch/DescribeAlarms.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatch/model/DeleteAlarmsRequest.html
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Code

    public static void deleteCWAlarm(CloudWatchClient cw, String alarmName) { 

        try { 
            DeleteAlarmsRequest request = DeleteAlarmsRequest.builder() 
                    .alarmNames(alarmName) 
                    .build(); 

            cw.deleteAlarms(request); 
            System.out.printf("Successfully deleted alarm %s", alarmName); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• Amazon CloudWatch ユーザーガイドの Amazon CloudWatch アラームの作成
• Amazon CloudWatch API リファレンスの PutMetricAlarm
• Amazon CloudWatch API リファレンスの DescribeAlarms
• Amazon CloudWatch API リファレンスの DeleteAlarms

CloudWatch でのアラームアクションの使用
CloudWatch アラームアクションを使用して、Amazon EC2 インスタンスを自動的に停止、終了、再起
動、または復旧するといったアクションを実行するアラームを作成できます。

Note

アラームの作成時に alarmActionsPutMetricAlarmRequest の  (p. 255) メソッドを使用するこ
とで、アラームアクションをアラームに追加することができます。

アラームアクションの有効化
CloudWatch アラームのアラームアクションを有効化するには、アクションを有効にしたい 1 つ以上のア
ラームの名前を含む EnableAlarmActionsRequest で CloudWatchClient の enableAlarmActions を呼び
出します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.EnableAlarmActionsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.EnableAlarmActionsResponse;

Code

    public static void enableActions(CloudWatchClient cw, String alarm) { 

        try { 
            EnableAlarmActionsRequest request = EnableAlarmActionsRequest.builder() 
                .alarmNames(alarm).build(); 
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cloudwatch/src/main/java/com/example/cloudwatch/DeleteAlarm.java
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_PutMetricAlarm.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_DescribeAlarms.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_DeleteAlarms.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatch/model/PutMetricAlarmRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatch/model/EnableAlarmActionsRequest.html
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           cw.enableAlarmActions(request); 
            System.out.printf( 
                    "Successfully enabled actions on alarm %s", alarm); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
   }

GitHub で完全な例をご覧ください。

アラームアクションの無効化
CloudWatch アラームのアラームアクションを無効化するには、アクションを無効にしたい 1 つ以上のア
ラームの名前を含む DisableAlarmActionsRequest で CloudWatchClient の disableAlarmActions を呼
び出します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.CloudWatchClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.DisableAlarmActionsRequest;

Code

    public static void disableActions(CloudWatchClient cw, String alarmName) { 

        try { 
             DisableAlarmActionsRequest request = DisableAlarmActionsRequest.builder() 
                     .alarmNames(alarmName) 
                     .build(); 

            cw.disableAlarmActions(request); 
            System.out.printf( 
                    "Successfully disabled actions on alarm %s", alarmName); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• Amazon CloudWatch ユーザーガイドのインスタンスを停止、終了、再起動、または復旧するアラーム
を作成する

• Amazon CloudWatch API リファレンスの PutMetricAlarm
• Amazon CloudWatch API リファレンスの EnableAlarmActions
• Amazon CloudWatch API リファレンスの DisableAlarmActions

にイベントを送信するCloudWatch
CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を示すシステムイベントのほぼリアルタイムのストリー
ムを、Amazon EC2 インスタンス、Lambda 関数、Kinesis ストリーム、Amazon ECS タスク、Step 
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cloudwatch/src/main/java/com/example/cloudwatch/EnableAlarmActions.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatch/model/DisableAlarmActionsRequest.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cloudwatch/src/main/java/com/example/cloudwatch/DisableAlarmActions.java
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/UsingAlarmActions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/UsingAlarmActions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_PutMetricAlarm.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_EnableAlarmActions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_DisableAlarmActions.html
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Functions ステートマシン、Amazon SNS トピック、Amazon SQS キュー、または組み込みターゲットに
振り分けます。簡単なルールを使用して、一致したイベントを 1 つ以上のターゲット関数またはストリー
ムに振り分けることができます。

イベントの追加

カスタム CloudWatch イベントを追加するには、各イベントに関する詳細情報を提供している
PutEventsRequestEntry オブジェクトを 1 つ以上含む PutEventsRequest オブジェクトを使用して 
CloudWatchEventsClient の putEvents メソッドを呼び出します。イベントのソースとタイプ、イベント
に関連付けられたリソースなど、エントリの複数のパラメータを指定できます。

Note

putEvents への呼び出しごとに最大 10 個のイベントを指定できます。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchevents.CloudWatchEventsClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchevents.model.PutEventsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchevents.model.PutEventsRequestEntry;

Code

    public static void putCWEvents(CloudWatchEventsClient cwe, String resourceArn ) { 

        try { 

            final String EVENT_DETAILS = 
                "{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }"; 

            PutEventsRequestEntry requestEntry = PutEventsRequestEntry.builder() 
                    .detail(EVENT_DETAILS) 
                    .detailType("sampleSubmitted") 
                    .resources(resourceArn) 
                    .source("aws-sdk-java-cloudwatch-example") 
                    .build(); 

            PutEventsRequest request = PutEventsRequest.builder() 
                    .entries(requestEntry) 
                    .build(); 

            cwe.putEvents(request); 
            System.out.println("Successfully put CloudWatch event"); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

ルールの追加

ルールを作成または更新するには、ルールの名前を含む PutRuleRequest と、イベントパターン、ルール
と関連付ける IAM ロール、およびルールの実行頻度を説明するスケジュール式などを含む任意指定のパラ
メータを CloudWatchEventsClient の putRule メソッドを使用して呼び出します。

インポート
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatchevents/model/PutEventsRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatchevents/model/PutEventsRequestEntry.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cloudwatch/src/main/java/com/example/cloudwatch/PutEvents.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatchevents/model/PutRuleRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/CloudWatchEventsandEventPatterns.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/ScheduledEvents.html
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import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchevents.CloudWatchEventsClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchevents.model.PutRuleRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchevents.model.PutRuleResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchevents.model.RuleState;

Code

    public static void putCWRule(CloudWatchEventsClient cwe, String ruleName, String 
 roleArn) { 

        try { 
            PutRuleRequest request = PutRuleRequest.builder() 
                .name(ruleName) 
                .roleArn(roleArn) 
                .scheduleExpression("rate(5 minutes)") 
                .state(RuleState.ENABLED) 
                .build(); 

            PutRuleResponse response = cwe.putRule(request); 
            System.out.printf( 
                    "Successfully created CloudWatch events rule %s with arn %s", 
                    roleArn, response.ruleArn()); 
        } catch ( 
            CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

ターゲットの追加

ターゲットは、ルールがトリガーされたときに呼び出されるリソースです。ターゲット例には、Amazon 
EC2 インスタンス、Lambda 関数、Kinesis ストリーム、Amazon ECS タスク、Step Functions ステート
マシン、組み込みターゲットが含まれます。

ルールにターゲットを追加するには、更新するルールを含む PutTargetsRequest とルールに追加するター
ゲットのリストを使用して CloudWatchEventsClient の putTargets メソッドを呼び出します。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchevents.CloudWatchEventsClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchevents.model.PutTargetsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchevents.model.PutTargetsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchevents.model.Target;

Code

    public static void putCWTargets(CloudWatchEventsClient cwe, String ruleName, String 
 functionArn, String targetId ) { 

        try { 
            Target target = Target.builder() 
                .arn(functionArn) 
                .id(targetId) 
                .build(); 
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cloudwatch/src/main/java/com/example/cloudwatch/PutRule.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cloudwatchevents/model/PutTargetsRequest.html
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            PutTargetsRequest request = PutTargetsRequest.builder() 
                .targets(target) 
                .rule(ruleName) 
                .build(); 

            PutTargetsResponse response = cwe.putTargets(request); 
            System.out.printf( 
                "Successfully created CloudWatch events target for rule %s", 
                ruleName); 
        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドの PutEvents を使用したイベントの追加
• Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドのルールのスケジュール式
• 用のイベントタイプCloudWatch EventsのAmazon CloudWatch Eventsユーザーガイド
• Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドのイベントとイベントパターン
• Amazon CloudWatch Events API リファレンスの PutEvents
• Amazon CloudWatch Events API リファレンスの PutTargets
• Amazon CloudWatch Events API リファレンスの PutRule

AWS CloudTrailの使用
AWS CloudTrail は、AWS アカウント のガバナンス、コンプライアンス、運用、およびリスク監査を可能
にするのに役立つ AWS のサービス です。手順を含む完全なコードサンプルについては、次のリソースを
参照してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

Amazon Cognitoの使用
Amazon Cognito では、ウェブアプリやモバイルアプリにユーザーのサインアップまたはサインイン機能
をすばやく追加できます。ここでの例は、Amazon Cognito の基本的な機能の一部を示しています。

ユーザープールを作成します。
ユーザープールは、ウェブアプリまたはモバイルアプリ用に設定できるユーザーのディレクトリです。

ユーザープールを作成するには、まず、CreateUserPoolRequest オブジェクトを構築し、ユーザープー
ルの名前をその poolName() の値として指定します。CreateUserPoolRequest オブジェクトを渡し
て、CreateUserPoolRequest の createUserPool() メソッドを呼び出します。次のコードスニペット
に示すように、このリクエストの結果を CreateUserPoolResponse オブジェクトとしてキャプチャできま
す。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cloudwatch/src/main/java/com/example/cloudwatch/PutTargets.java
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/AddEventsPutEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/ScheduledEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/EventTypes.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/CloudWatchEventsandEventPatterns.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_PutEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_PutTargets.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_PutRule.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2/example_code/cloudtrail
https://docs.aws.amazon.com/code-samples/latest/catalog/code-catalog-javav2-example_code-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cognitoidentityprovider/model/CreateUserPoolRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cognitoidentityprovider/CognitoIdentityProviderClient.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cognitoidentityprovider/model/CreateUserPoolResponse.html
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import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.CognitoIdentityProviderClient;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CreateUserPoolRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CreateUserPoolResponse;

Code

    public static String createPool(CognitoIdentityProviderClient cognitoClient, String 
 userPoolName ) { 

        try { 
            CreateUserPoolResponse response = cognitoClient.createUserPool( 
                    CreateUserPoolRequest.builder() 
                            .poolName(userPoolName) 
                            .build() 
            ); 
            return response.userPool().id(); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

ユーザープールからのユーザーの一覧表示
ユーザープールからユーザーを一覧表示するには、まず、ListUserPoolsRequest オブジェクトを構築し、
その maxResults() の値として最大結果の数を指定します。CognitoIdentityProviderClient の
listUserPools() メソッドを呼び出し、ListUserPoolsRequest オブジェクトを渡します。次のコー
ドスニペットに示すように、このリクエストの結果を ListUserPoolsResponse オブジェクトとしてキャ
プチャできます。UserPoolDescriptionType オブジェクトを作成して、結果を簡単に反復処理し、各ユー
ザーの属性をプルします。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.CognitoIdentityProviderClient;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ListUserPoolsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ListUserPoolsRequest;

Code

    public static void listAllUserPools(CognitoIdentityProviderClient cognitoClient ) { 

        try { 
            ListUserPoolsRequest request = ListUserPoolsRequest.builder() 
                    .maxResults(10) 
                    .build(); 

            ListUserPoolsResponse response = cognitoClient.listUserPools(request); 
            response.userPools().forEach(userpool -> { 
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cognito/src/main/java/com/example/cognito/CreateUserPool.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cognitoidentityprovider/model/ListUserPoolsRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cognitoidentityprovider/model/ListUserPoolsResponse.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cognitoidentityprovider/model/UserPoolDescriptionType.html
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                        System.out.println("User pool " + userpool.name() + ", User ID " + 
 userpool.id() ); 
                    } 
            ); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

ID プールの作成
ID プールは、外部 ID プロバイダーからの ID を整理し、ユーザーごとに一意の ID を保持する
コンテナです。アイデンティティプールを作成するには、まず、CreateIdentityPoolRequest
を構築し、ユーザープールの名前をその identityPoolName() の値として指定し
ます。allowUnauthenticatedIdentities() を true または false に設定しま
す。CognitoIdentityClient オブジェクトの createIdentityPool() メソッドを呼び出
し、CreateIdentityPoolRequest オブジェクトを渡します。次のコードスニペットに示すように、こ
のリクエストの結果を CreateIdentityPoolResponse オブジェクトとしてキャプチャできます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.CognitoIdentityClient;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.CreateIdentityPoolRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.CreateIdentityPoolResponse;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;

Code

    public static String createIdPool(CognitoIdentityClient cognitoClient, String 
 identityPoolName ) { 

        try { 
            CreateIdentityPoolRequest poolRequest = CreateIdentityPoolRequest.builder() 
                    .allowUnauthenticatedIdentities(false) 
                    .identityPoolName(identityPoolName) 
                    .build() ; 

            CreateIdentityPoolResponse response = 
 cognitoClient.createIdentityPool(poolRequest); 
            return response.identityPoolId(); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

アプリクライアントの追加
アプリ用のホストされたウェブサインアップまたはサインイン UI を有効にするには、アプリクライアン
トを作成します。アプリケーションクライアントを作成するには、まず、CreateUserPoolClientRequest
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cognito/src/main/java/com/example/cognito/ListUserPools.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cognitoidentity/model/CreateIdentityPoolRequest.html
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cognito/src/main/java/com/example/cognito/CreateIdentityPool.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cognitoidentityprovider/model/CreateUserPoolClientRequest.html
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オブジェクトを構築し、クライアントの名前をその clientName() の値として指定します。
このアプリクライアントをアタッチするユーザープールの ID にuserPoolId() を設定しま
す。CognitoIdentityProviderClient の createUserPoolClient() メソッドを呼び出
し、CreateUserPoolClientRequest オブジェクトを渡します。次のコードスニペットに示すように、
このリクエストの結果を CreateUserPoolClientResponse オブジェクトとしてキャプチャできます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.CognitoIdentityProviderClient;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CreateUserPoolClientRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CreateUserPoolClientResponse;

Code

    public static void createPoolClient ( CognitoIdentityProviderClient cognitoClient, 
                                          String clientName, 
                                          String userPoolId ) { 

        try { 

            CreateUserPoolClientResponse response = cognitoClient.createUserPoolClient( 
                    CreateUserPoolClientRequest.builder() 
                            .clientName(clientName) 
                            .userPoolId(userPoolId) 
                            .build() 
            ); 

            System.out.println("User pool " + response.userPoolClient().clientName() + " 
 created. ID: " + response.userPoolClient().clientId()); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

サードパーティーの ID プロバイダーの追加
外部 ID プロバイダー (IdP) を追加すると、ユーザーは、そのサービスのログインメカニズムを使用して
アプリにログインできます。サードパーティーの IdP を追加するには、まず、UpdateIdentityPoolRequest
オブジェクトを構築し、アイデンティティプールの名前をその identityPoolName() の値
として指定します。allowUnauthenticatedIdentities() を true または false に設定
し、identityPoolId() を指定して、supportedLoginProviders() でサポートされるログインプ
ロバイダーを定義します。CognitoIdentityClient の updateIdentityPool() メソッドを呼び出
し、UpdateIdentityPoolRequest オブジェクトを渡します。次のコードスニペットに示すように、こ
のリクエストの結果を UpdateIdentityPoolResponse オブジェクトとしてキャプチャできます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.CognitoIdentityClient;
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/cognitoidentityprovider/model/CreateUserPoolClientResponse.html
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import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.CognitoIdentityProvider;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.UpdateIdentityPoolRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.UpdateIdentityPoolResponse;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

Code

    public static void createNewUser(CognitoIdentityProviderClient cognitoClient, 
                                   String userPoolId, 
                                   String name, 
                                   String email, 
                                   String password){ 

        try{ 

            AttributeType userAttrs = AttributeType.builder() 
                    .name("email") 
                    .value(email) 
                    .build(); 

            AdminCreateUserRequest userRequest = AdminCreateUserRequest.builder() 
                    .userPoolId(userPoolId) 
                    .username(name) 
                    .temporaryPassword(password) 
                    .userAttributes(userAttrs) 
                    .messageAction("SUPPRESS") 
                    .build() ; 

            AdminCreateUserResponse response = cognitoClient.adminCreateUser(userRequest); 
            System.out.println("User " + response.user().username() + "is created. Status: 
 " + response.user().userStatus()); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

ID の認証情報の取得
アイデンティティプール内のアイデンティティの認証情報を取得するには、ま
ず、GetCredentialsForIdentityRequest を作成し、アイデンティティ ID をその identityId() の値と
して指定します。CognitoIdentityClient の getCredentialsForIdentity() メソッドを呼び出
し、GetCredentialsForIdentityRequest を渡します。次のコードスニペットに示すように、このリ
クエストの結果を GetCredentialsForIdentityResponse オブジェクトとしてキャプチャできます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.CognitoIdentityClient;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.GetCredentialsForIdentityRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.GetCredentialsForIdentityResponse;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cognito/src/main/java/com/example/cognito/AddLoginProvider.java
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Code

    public static void getCredsForIdentity(CognitoIdentityClient cognitoClient, String 
 identityId) { 

        try { 
            GetCredentialsForIdentityRequest getCredentialsForIdentityRequest = 
 GetCredentialsForIdentityRequest.builder() 
                    .identityId(identityId) 
                    .build(); 

            GetCredentialsForIdentityResponse response = 
 cognitoClient.getCredentialsForIdentity(getCredentialsForIdentityRequest); 
            System.out.println("Identity ID " + response.identityId() + ", Access key ID " 
 + response.credentials().accessKeyId()); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドを参照してください。

Amazon Kinesis Data Firehoseの使用
Amazon Kinesis Data Firehose では、ストリーミングデータを簡単にキャプチャ、変換、およびロードで
きます。手順を含む完全なサンプルコードについては、次のリソースを参照してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

Amazon Forecastの使用
Amazon Forecast は、時系列予測のためのフルマネージド型サービスです。手順を含む完全なサンプル
コードについては、次のリソースを参照してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

Kinesisの使用
このセクションでは、プログラミングの例を示します。Amazon Kinesisを使用するを使用するAWS SDK 
for Java2.x。

Kinesis の詳細については、Amazon Kinesis デベロッパーガイドを参照してください。

次の例には各手法を示すのに必要なコードのみが含まれます。完全なサンプルコードは GitHub で入手で
きます。そこから、単一のソースファイルをダウンロードするかリポジトリをローカルにクローン作成し
て、ビルドし実行するためのすべての例を取得できます。

トピック
• Amazon Kinesis Data Streams へのサブスクライブ (p. 268)
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/cognito/src/main/java/com/example/cognito/GetIdentityCredentials.java
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2/example_code/firehose
https://docs.aws.amazon.com/code-samples/latest/catalog/code-catalog-javav2-example_code-firehose.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2/example_code/forecast
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http://aws.amazon.com/kinesis/
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Amazon Kinesis Data Streams へのサブスクライブ
以下の例では、Amazon Kinesis メソッドを使用し、subscribeToShard Data Streams からデータを取
得して処理する方法について説明します。Kinesis Data Streams では、強化されたファンアウト機能と低
レイテンシーの HTTP/2 データ取得 API が導入されました。これにより、デベロッパーは複数の低レイテ
ンシーで高パフォーマンスのアプリケーションを、同じ Kinesis Data Streams でより簡単に実行できま
す。

セットアップする
まず、KinesisSubscribeToShardRequest非同期クライアントとオブジェクトを作成します。これらのオブ
ジェクトは、Kinesis イベントにサブスクライブする次のそれぞれの例で使用されます。

インポート

import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
import org.reactivestreams.Subscriber;
import org.reactivestreams.Subscription;
import software.amazon.awssdk.core.async.SdkPublisher;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.ShardIteratorType;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardEvent;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardEventStream;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardResponse;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardResponseHandler;

Code

        Region region = Region.US_EAST_1; 
        KinesisAsyncClient client = KinesisAsyncClient.builder() 
        .region(region) 
        .build(); 

        SubscribeToShardRequest request = SubscribeToShardRequest.builder() 
                .consumerARN(CONSUMER_ARN) 
                .shardId("arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/StockTradeStream") 
                .startingPosition(s -> s.type(ShardIteratorType.LATEST)).build();

ビルダーインターフェイスを使用する
builderこの方法を使用すると、の作成を簡略化できますSubscribeToShardResponseHandler。

ビルダーを使用して、完全なインターフェイスを実装する代わりにメソッド呼び出しで各ライフサイクル
のコールバックを設定できます。

Code

    private static CompletableFuture<Void> responseHandlerBuilder(KinesisAsyncClient 
 client, SubscribeToShardRequest request) { 
        SubscribeToShardResponseHandler responseHandler = SubscribeToShardResponseHandler 
                .builder() 
                .onError(t -> System.err.println("Error during stream - " + 
 t.getMessage())) 
                .onComplete(() -> System.out.println("All records stream successfully")) 
                // Must supply some type of subscriber 
                .subscriber(e -> System.out.println("Received event - " + e)) 
                .build(); 
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/kinesis/model/SubscribeToShardRequest.html
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        return client.subscribeToShard(request, responseHandler); 
    }

公開者をさらに制御するには、publisherTransformer メソッドを使用して公開者をカスタマイズでき
ます。

Code

    private static CompletableFuture<Void> 
 responseHandlerBuilderPublisherTransformer(KinesisAsyncClient client, 
 SubscribeToShardRequest request) { 
        SubscribeToShardResponseHandler responseHandler = SubscribeToShardResponseHandler 
                .builder() 
                .onError(t -> System.err.println("Error during stream - " + 
 t.getMessage())) 
                .publisherTransformer(p -> p.filter(e -> e instanceof 
 SubscribeToShardEvent).limit(100)) 
                .subscriber(e -> System.out.println("Received event - " + e)) 
                .build(); 
        return client.subscribeToShard(request, responseHandler); 
    }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

カスタムレスポンスハンドラを使用する
サブスクライバーとパブリッシャーを完全に制御するには、SubscribeToShardResponseHandlerインター
フェイスを実装してください。

この例では、onEventStream メソッドを実装します。これにより、公開者へのフルアクセスが許可され
ます。このデモでは、受信者による表示のために公開者をイベントレコードに変換する方法を示します。

Code

    private static CompletableFuture<Void> responseHandlerBuilderClassic(KinesisAsyncClient 
 client, SubscribeToShardRequest request) { 
        SubscribeToShardResponseHandler responseHandler = new 
 SubscribeToShardResponseHandler() { 

            @Override 
            public void responseReceived(SubscribeToShardResponse response) { 
                System.out.println("Receieved initial response"); 
            } 

            @Override 
            public void onEventStream(SdkPublisher<SubscribeToShardEventStream> publisher) 
 { 
                publisher 
                        // Filter to only SubscribeToShardEvents 
                        .filter(SubscribeToShardEvent.class) 
                        // Flat map into a publisher of just records 
                        .flatMapIterable(SubscribeToShardEvent::records) 
                        // Limit to 1000 total records 
                        .limit(1000) 
                        // Batch records into lists of 25 
                        .buffer(25) 
                        // Print out each record batch 
                        .subscribe(batch -> System.out.println("Record Batch - " + batch)); 
            } 

            @Override 
            public void complete() { 
                System.out.println("All records stream successfully"); 
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            } 

            @Override 
            public void exceptionOccurred(Throwable throwable) { 
                System.err.println("Error during stream - " + throwable.getMessage()); 
            } 
        }; 
        return client.subscribeToShard(request, responseHandler); 
    }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

訪問者インターフェイスを使用する
Visitor オブジェクトを使用して、監視する特定のイベントにサブスクライブできます。

Code

    private static CompletableFuture<Void> 
 responseHandlerBuilderVisitorBuilder(KinesisAsyncClient client, SubscribeToShardRequest 
 request) { 
        SubscribeToShardResponseHandler.Visitor visitor = 
 SubscribeToShardResponseHandler.Visitor 
                .builder() 
                .onSubscribeToShardEvent(e -> System.out.println("Received subscribe to 
 shard event " + e)) 
                .build(); 
        SubscribeToShardResponseHandler responseHandler = SubscribeToShardResponseHandler 
                .builder() 
                .onError(t -> System.err.println("Error during stream - " + 
 t.getMessage())) 
                .subscriber(visitor) 
                .build(); 
        return client.subscribeToShard(request, responseHandler); 
    }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

カスタム受信者を使用する
独自のカスタム受信者を実装して、ストリームにサブスクライブすることもできます。

このコードスニペットでは、サブスクライバーの例を示しています。

Code

    private static class MySubscriber implements Subscriber<SubscribeToShardEventStream> { 

        private Subscription subscription; 
        private AtomicInteger eventCount = new AtomicInteger(0); 

        @Override 
        public void onSubscribe(Subscription subscription) { 
            this.subscription = subscription; 
            this.subscription.request(1); 
        } 

        @Override 
        public void onNext(SubscribeToShardEventStream shardSubscriptionEventStream) { 
            System.out.println("Received event " + shardSubscriptionEventStream); 
            if (eventCount.incrementAndGet() >= 100) { 
                // You can cancel the subscription at any time if you wish to stop 
 receiving events. 
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                subscription.cancel(); 
            } 
            subscription.request(1); 
        } 

        @Override 
        public void onError(Throwable throwable) { 
            System.err.println("Error occurred while stream - " + throwable.getMessage()); 
        } 

        @Override 
        public void onComplete() { 
            System.out.println("Finished streaming all events"); 
        } 
    }

カスタムサブスクライバーを subscribe メソッドに渡して、同様に例をプレビューできます。以下の
コードスニペットは、この使用例です。

Code

    private static CompletableFuture<Void> 
 responseHandlerBuilderSubscriber(KinesisAsyncClient client, SubscribeToShardRequest 
 request) { 
        SubscribeToShardResponseHandler responseHandler = SubscribeToShardResponseHandler 
                .builder() 
                .onError(t -> System.err.println("Error during stream - " + 
 t.getMessage())) 
                .subscriber(MySubscriber::new) 
                .build(); 
        return client.subscribeToShard(request, responseHandler); 
    }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

Kinesis データストリームにデータレコードを書き込む
KinesisClientオブジェクトを使用して、KinesisputRecordsメソッドを使用してデータレコードをデー
タストリームに書き込むことができます。このメソッドを正常に呼び出すには、PutRecordsRequestオブ
ジェクトを作成します。データストリームの名前は、次のデータストリームの名前を、streamName次の
データストリームの名前に渡します。また、putRecords メソッドを使用してデータを渡す必要がありま
す (次のコード例に示します)。

インポート

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.PutRecordRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.KinesisException;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.DescribeStreamRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.DescribeStreamResponse;

次の Java コード例では、StockTradeオブジェクトがKinesisデータストリームに書き込むデータとして使
用されています。この例に示すように、次のデータストリームを作成済みであることを確認してくださ
い。

Code

    public static void setStockData( KinesisClient kinesisClient, String streamName) { 
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        try { 
            // Repeatedly send stock trades with a 100 milliseconds wait in between. 
            StockTradeGenerator stockTradeGenerator = new StockTradeGenerator(); 

            // Put in 50 Records for this example. 
            int index = 50; 
            for (int x=0; x<index; x++){ 
                StockTrade trade = stockTradeGenerator.getRandomTrade(); 
                sendStockTrade(trade, kinesisClient, streamName); 
                Thread.sleep(100); 
            } 

        } catch (KinesisException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    } 

    private static void sendStockTrade(StockTrade trade, KinesisClient kinesisClient, 
                                       String streamName) { 
        byte[] bytes = trade.toJsonAsBytes(); 

        // The bytes could be null if there is an issue with the JSON serialization by the 
 Jackson JSON library. 
        if (bytes == null) { 
            System.out.println("Could not get JSON bytes for stock trade"); 
            return; 
        } 

        System.out.println("Putting trade: " + trade); 
        PutRecordRequest request = PutRecordRequest.builder() 
            .partitionKey(trade.getTickerSymbol()) // We use the ticker symbol as the 
 partition key, explained in the Supplemental Information section below. 
            .streamName(streamName) 
            .data(SdkBytes.fromByteArray(bytes)) 
            .build(); 

        try { 
            kinesisClient.putRecord(request); 
        } catch (KinesisException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
        } 
    } 

    private static void validateStream(KinesisClient kinesisClient, String streamName) { 
        try { 
            DescribeStreamRequest describeStreamRequest = DescribeStreamRequest.builder() 
                .streamName(streamName) 
                .build(); 

            DescribeStreamResponse describeStreamResponse = 
 kinesisClient.describeStream(describeStreamRequest); 

            if(!
describeStreamResponse.streamDescription().streamStatus().toString().equals("ACTIVE")) { 
                System.err.println("Stream " + streamName + " is not active. Please wait a 
 few moments and try again."); 
                System.exit(1); 
            } 

        }catch (KinesisException e) { 
            System.err.println("Error found while describing the stream " + streamName); 
            System.err.println(e); 
            System.exit(1); 
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        } 
    }

の完全な例を参照してくださいGitHub。

サードパーティーライブラリを使用する

カスタムの受信者を実装せずに、その他のサードパーティーのライブラリを使用することができま
す。RxJavaこの例では実装の使い方を示していますが、Reactive Streamsインターフェースを実装するラ
イブラリならどれでも使用できます。そのライブラリの詳細については、Github のRxJava wiki ページを
参照してください。

このライブラリを使用するには、依存関係として追加します。使用する POM スニペットの例を示します 
(Maven を使用している場合)。

POM エントリ

<dependency> 
 <groupId>io.reactivex.rxjava2</groupId> 
 <artifactId>rxjava</artifactId> 
 <version>2.1.14</version>
</dependency>

インポート

import java.net.URI;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

import io.reactivex.Flowable;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.async.SdkPublisher;
import software.amazon.awssdk.http.Protocol;
import software.amazon.awssdk.http.SdkHttpConfigurationOption;
import software.amazon.awssdk.http.nio.netty.NettyNioAsyncHttpClient;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisAsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.ShardIteratorType;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.StartingPosition;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardEvent;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardRequest;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.SubscribeToShardResponseHandler;
import software.amazon.awssdk.utils.AttributeMap;

RxJavaonEventStreamこの例ではライフサイクルメソッドで使用しています。これにより、発行者への
フルアクセスが付与され、これを使用して Rx Flowable を作成できます。

Code

        SubscribeToShardResponseHandler responseHandler = SubscribeToShardResponseHandler 
            .builder() 
            .onError(t -> System.err.println("Error during stream - " + t.getMessage())) 
            .onEventStream(p -> Flowable.fromPublisher(p) 
                                        .ofType(SubscribeToShardEvent.class) 
                                        .flatMapIterable(SubscribeToShardEvent::records) 
                                        .limit(1000) 
                                        .buffer(25) 
                                        .subscribe(e -> System.out.println("Record batch = 
 " + e))) 
            .build();
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publisherTransformer 発行者を指定して、Flowable メソッドを使用することもできます。次のに示
すように、、Flowable、、、、SdkPublisher、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

Code

        SubscribeToShardResponseHandler responseHandler = SubscribeToShardResponseHandler 
            .builder() 
            .onError(t -> System.err.println("Error during stream - " + t.getMessage())) 
            .publisherTransformer(p -> 
 SdkPublisher.adapt(Flowable.fromPublisher(p).limit(100))) 
            .build();

の完全な例を参照してくださいGitHub。

詳細情報

• SubscribeToShardEventAmazon KinesisAPI リファレンス内
• SubscribeToShardAmazon KinesisAPI リファレンス内

AWS Lambda 関数の呼び出し、一覧表示、および削
除
このセクションでは、AWS SDK for Java 2.x を使用した Lambda のサービスのクライアントでのプログラ
ミングの例を示します。

トピック
• Lambda 関数を呼び出します。 (p. 274)
• Lambda 関数を一覧表示する (p. 275)
• Lambda 関数を削除する (p. 276)

Lambda 関数を呼び出します。
LambdaClient オブジェクトを作成し、その invoke メソッドを呼び出すことによって、Lambda 
関数を呼び出すことができます。InvokeRequest オブジェクトを作成して、Lambda 関数
に渡す関数名やペイロードなどの追加情報を指定します。関数名は、arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:HelloFunction と表示されます。AWS Management Console で関数を確認
することで、値を取得できます。

ペイロードデータを関数に渡すには、情報を含む SdkBytes オブジェクトを作成します。たとえば、次の
コード例では、Lambda 関数に渡される JSON データに注意してください。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.lambda.LambdaClient;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.lambda.model.InvokeRequest;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.services.lambda.model.InvokeResponse;
import software.amazon.awssdk.services.lambda.model.LambdaException;

Code

次のコード例は、Lambda 関数を呼び出す方法を示しています。
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    public static void invokeFunction(LambdaClient awsLambda, String functionName) { 

         InvokeResponse res = null ; 
        try { 
            //Need a SdkBytes instance for the payload 
            String json = "{\"Hello \":\"Paris\"}"; 
            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); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

Lambda 関数を一覧表示する
をビルドするLambdaクライアントオブジェクトし、それを呼び出すlistFunctions方法。このメソッド
は、ListFunctionsResponse オブジェクトを返します。このオブジェクトの functions メソッドを呼び
出して、FunctionConfiguration オブジェクトのリストを返すことができます。リストを反復処理して、関
数に関する情報を取得できます。たとえば、次の Java コード例は、各関数名を取得する方法を示してい
ます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.lambda.LambdaClient;
import software.amazon.awssdk.services.lambda.model.LambdaException;
import software.amazon.awssdk.services.lambda.model.ListFunctionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.lambda.model.FunctionConfiguration;
import java.util.List;

Code

次の Java コード例は、 関数名のリストを取得する方法を示しています。

    public static void listFunctions(LambdaClient awsLambda) { 

        try { 
            ListFunctionsResponse functionResult = awsLambda.listFunctions(); 
            List<FunctionConfiguration> list = functionResult.functions(); 

            for (FunctionConfiguration config: list) { 
                System.out.println("The function name is "+config.functionName()); 
            } 

        } catch(LambdaException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

Lambda 関数を削除する
LambdaClient オブジェクトを構築し、その deleteFunction メソッドを呼び出しま
す。DeleteFunctionRequest オブジェクトを作成し、deleteFunction メソッドに渡します。このオ
ブジェクトには、削除する関数の名前などの情報が含まれています。関数名は、arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:HelloFunction と表示されます。AWS Management Console で関数を確認
することで、値を取得できます。

インポート

import software.amazon.awssdk.services.lambda.LambdaClient;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.lambda.model.DeleteFunctionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.lambda.model.LambdaException;

Code

次の Java コードは、Lambda 関数を削除する方法を示しています。

    public static void deleteLambdaFunction(LambdaClient awsLambda, String functionName ) { 
        try { 
            //Setup an DeleteFunctionRequest 
            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); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

AWS Elemental MediaConvertの使用
AWS Elemental MediaConvert は、ファイルベースの動画処理サービスであり、動画プロバイダーがコン
テンツをトランスコードしてブロードキャストおよびマルチスクリーン配信できるようにします。手順を
含む完全なサンプルコードについては、次のリソースを参照してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

AWS Elemental MediaStoreの使用
AWS Elemental MediaStore は、メディア向けに最適化された AWS ストレージサービスです。手順を含む
完全なサンプルコードについては、次のリソースを参照してください。

GitHub へのリンク
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へのリンクAWS Code Sample Catalog

AWS Migration Hubの使用
AWS Migration Hub は、移行ツールが利用可能な任意の AWS リージョンでの移行をモニタリングするた
めの単一の場所を提供します。手順を含む完全なサンプルコードについては、次のリソースを参照してく
ださい。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

Amazon Pinpointの使用
Amazon Pinpoint を使用して、プッシュ通知、SMS、E メールなど複数の通信チャネルを介して、パーソ
ナライズされた関連性の高いメッセージを顧客に送信できます。

プロジェクトの作成
Amazon Pinpoint のプロジェクト (またはアプリケーション) は、設定、顧客データ、セグメント、キャン
ペーンの集合です。

プロジェクトを作成するには、プロジェクトの名前を name() の値として CreateApplicationRequest
オブジェクトを作成することから始めます。次に、CreateAppRequest オブジェクトを構築し、その
CreateApplicationRequest オブジェクトを createApplicationRequest() メソッドの値として
渡します。PinpointClient の createApp() メソッドを呼び出し、CreateAppRequest オブジェクトを渡
します。次のコードスニペットに示すように、このリクエストの結果を CreateAppResponse オブジェク
トとしてキャプチャします。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.PinpointClient;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.CreateAppRequest;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.CreateAppResponse;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.CreateApplicationRequest;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.PinpointException;

Code

    public static String createApplication(PinpointClient pinpoint, String appName) { 

        try { 
            CreateApplicationRequest appRequest = CreateApplicationRequest.builder() 
                    .name(appName) 
                    .build(); 

            CreateAppRequest request = CreateAppRequest.builder() 
                    .createApplicationRequest(appRequest) 
                    .build(); 

            CreateAppResponse result = pinpoint.createApp(request); 
            return result.applicationResponse().id(); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 

277

https://docs.aws.amazon.com/code-samples/latest/catalog/code-catalog-javav2-example_code-mediastore.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2/example_code/migrationhub
https://docs.aws.amazon.com/code-samples/latest/catalog/code-catalog-javav2-example_code-migrationhub.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/pinpoint/model/CreateApplicationRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/pinpoint/model/CreateAppRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/pinpoint/PinpointClient.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/pinpoint/model/CreateAppResponse.html


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

Amazon Pinpoint 

    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

動的セグメントの作成
セグメントとは、居住地やウェブサイトへの訪問頻度など、特定の属性を共有している一連の顧客のこと
です。動的セグメントとは、ユーザーが定義した属性に基づいていて、時間の経過とともに変化するセグ
メントです。

動的セグメントを作成するには、まず、このセグメントに必要なすべてのディメンションを作成します。
たとえば、次のコードスニペットは、過去 30 日間にサイトでアクティブだった顧客を含めるように設
定されています。これを行うには、最初に必要な duration() と recencyType()（つまり、ACTIVE
または INACTIVE）を使用して RecencyDimension オブジェクトを構築し、次にこのオブジェクトを
recency() の値として SegmentBehaviors ビルダーオブジェクトに渡します。

セグメント属性を定義したら、それらを SegmentDimensions オブジェクトに構築します。次
に、WriteSegmentRequest オブジェクトを構築し、その SegmentDimensions オブジェクトを
dimensions() の値として渡します。次に、CreateSegmentRequest オブジェクトを構築し、その
WriteSegmentRequest オブジェクトを writeSegmentRequest() の値として渡します。最後
に、PinpointClient の createSegment() メソッドを呼び出し、CreateSegmentRequest オブジェ
クトを渡します。このリクエストの結果を CreateSegmentResponse オブジェクトとしてキャプチャしま
す。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.PinpointClient;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.AttributeDimension;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.SegmentResponse;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.AttributeType;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.RecencyDimension;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.SegmentBehaviors;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.SegmentDemographics;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.SegmentLocation;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.SegmentDimensions;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.WriteSegmentRequest;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.CreateSegmentRequest;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.CreateSegmentResponse;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.PinpointException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

Code

    public static SegmentResponse createSegment(PinpointClient client, String appId) { 

        try { 
            Map<String, AttributeDimension> segmentAttributes = new HashMap<>(); 
            segmentAttributes.put("Team", AttributeDimension.builder() 
                    .attributeType(AttributeType.INCLUSIVE) 
                    .values("Lakers") 
                    .build()); 

            RecencyDimension recencyDimension = RecencyDimension.builder() 
                    .duration("DAY_30") 
                    .recencyType("ACTIVE") 
                    .build(); 

            SegmentBehaviors segmentBehaviors = SegmentBehaviors.builder() 
                    .recency(recencyDimension) 
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/pinpoint/src/main/java/com/example/pinpoint/CreateApp.java
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/pinpoint/model/CreateSegmentRequest.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/pinpoint/model/CreateSegmentResponse.html
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                    .build(); 

            SegmentDemographics segmentDemographics = SegmentDemographics 
                    .builder() 
                    .build(); 

            SegmentLocation segmentLocation = SegmentLocation 
                    .builder() 
                    .build(); 

            SegmentDimensions dimensions = SegmentDimensions 
                    .builder() 
                    .attributes(segmentAttributes) 
                    .behavior(segmentBehaviors) 
                    .demographic(segmentDemographics) 
                    .location(segmentLocation) 
                    .build(); 

            WriteSegmentRequest writeSegmentRequest = WriteSegmentRequest.builder() 
                    .name("MySegment") 
                    .dimensions(dimensions) 
                    .build(); 

            CreateSegmentRequest createSegmentRequest = CreateSegmentRequest.builder() 
                    .applicationId(appId) 
                    .writeSegmentRequest(writeSegmentRequest) 
                    .build(); 

            CreateSegmentResponse createSegmentResult = 
 client.createSegment(createSegmentRequest); 
            System.out.println("Segment ID: " + 
 createSegmentResult.segmentResponse().id()); 
            System.out.println("Done"); 
            return createSegmentResult.segmentResponse(); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

静的セグメントのインポート
静的セグメントは、ユーザーが作成し、Amazon Pinpoint の外部から読み込むセグメントです。次のコー
ド例は、Amazon S3 から静的セグメントをインポートして作成する方法を示しています。

前提条件
この例を完了する前に、Amazon S3 へのアクセス許可を Amazon Pinpoint に付与する IAM ロールを作成
する必要があります。詳細については、「」を参照してください。IAMエンドポイントまたはセグメント
をインポートするための ロールのAmazon Pinpoint開発者ガイド の最初のリリースです。

静的セグメントをインポートするには、まず、ImportJobRequest オブジェクトを構築します。ビルダー
で、s3Url()、roleArn()、および format() を指定します。

Note

のプロパティの詳細については、「」を参照してください。ImportJobRequest「」を参照して
くださいその ImportJobRequest インポートジョブのセクションのAmazon PinpointAPI リファレ
ンス。
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次に、CreateImportJobRequest オブジェクトを構築し、その importJobRequest() の値として
ImportJobRequest オブジェクトを渡し、プロジェクトの ID を applicationId() として渡しま
す。PinpointClient の createImportJob() メソッドを呼び出し、CreateImportJobRequest
オブジェクトを渡します。次のコードスニペットに示すように、このリクエストの結果を
CreateImportJobResponse オブジェクトとしてキャプチャします。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.PinpointClient;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.CreateImportJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.ImportJobResponse;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.ImportJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.Format;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.CreateImportJobResponse;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.PinpointException;

Code

    public static ImportJobResponse createImportSegment(PinpointClient client, 
                                                        String appId, 
                                                        String bucket, 
                                                        String key, 
                                                        String roleArn) { 

        try { 
             ImportJobRequest importRequest = ImportJobRequest.builder() 
                    .defineSegment(true) 
                    .registerEndpoints(true) 
                    .roleArn(roleArn) 
                    .format(Format.JSON) 
                    .s3Url("s3://" + bucket + "/" + key) 
                    .build(); 

            CreateImportJobRequest jobRequest = CreateImportJobRequest.builder() 
                    .importJobRequest(importRequest) 
                    .applicationId(appId) 
                    .build(); 

            CreateImportJobResponse jobResponse = client.createImportJob(jobRequest); 

            return jobResponse.importJobResponse(); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

プロジェクトのセグメントの一覧表示
特定のプロジェクトに関連付けられているセグメントを一覧表示するには、プロジェクトの ID をそ
の applicationId() の値として GetSegmentsRequest オブジェクトを作成することから始めま
す。次に、PinpointClient の getSegments() メソッドを呼び出し、GetSegmentsRequest
オブジェクトを渡します。このリクエストの結果を GetSegmentsResponse オブジェクトとして
キャプチャします。最後に、SegmentResponse クラスにアップキャストされた List オブジェクト
をインスタンス化します。続いて、次のコードスニペットに示すように、GetSegmentsResponse
のsegmentsResponse().item() を呼び出します。そこから、結果を反復処理できます。

280

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/pinpoint/model/CreateImportJobRequest.html
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インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.PinpointClient;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.GetSegmentsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.GetSegmentsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.PinpointException;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.SegmentResponse;
import java.util.List;

Code

    public static void listSegs( PinpointClient pinpoint, String appId) { 

        try { 
            GetSegmentsRequest request = GetSegmentsRequest.builder() 
                    .applicationId(appId) 
                    .build(); 

            GetSegmentsResponse response = pinpoint.getSegments(request); 
            List<SegmentResponse> segments = response.segmentsResponse().item(); 

            for(SegmentResponse segment: segments) { 
                System.out.println("Segement " + segment.id() + " " + segment.name() + " " 
 + segment.lastModifiedDate()); 
            } 
        } catch ( PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

キャンペーンの作成
キャンペーンは、特定の対象者セグメントにメッセージを送信することによって、それらの顧客とつなが
るためのイニシアチブです。

キャンペーンを作成するには、まず、このキャンペーンに必要なすべての設定を作成します。例えば、次
のコードスニペットでは、Schedule の startTime() が IMMEDIATE に設定されているため、キャンペー
ンはすぐに開始されます。特定の時刻に開始するようにキャンペーンを設定するには、ISO 8601 形式で時
刻を指定します。

Note

キャンペーンで使用できる設定の詳細については、Amazon Pinpoint API リファレンスのキャン
ペーンのスケジュールセクションを参照してください。

キャンペーン設定を定義したら、WriteCampaignRequest オブジェクトに構築しま
す。WriteCampaignRequest の builder() のどのメソッドも必須ではありません。ただし、キャン
ペーンに設定した構成設定 (MessageConfiguration) のいずれかを含める必要があります。また、他のキャ
ンペーンと簡単に区別できるように、キャンペーンの name と description を含めることをお勧めし
ます。PinpointClient の createCampaign () メソッドを呼び出し、WriteCampaignRequest オ
ブジェクトを渡します。このリクエストの結果を CreateCampaignResponse オブジェクトとしてキャプ
チャします。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.PinpointClient;
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import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.CampaignResponse;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.Message;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.Schedule;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.Action;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.MessageConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.WriteCampaignRequest;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.CreateCampaignResponse;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.CreateCampaignRequest;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.PinpointException;

Code

    public static void createPinCampaign(PinpointClient pinpoint, String appId, String 
 segmentId) { 

        CampaignResponse result = createCampaign(pinpoint, appId, segmentId); 
        System.out.println("Campaign " + result.name() + " created."); 
        System.out.println(result.description()); 

    } 

    public static CampaignResponse createCampaign(PinpointClient client, String appID, 
 String segmentID) { 

        try { 
            Schedule schedule = Schedule.builder() 
                    .startTime("IMMEDIATE") 
                    .build(); 

            Message defaultMessage = Message.builder() 
                    .action(Action.OPEN_APP) 
                    .body("My message body.") 
                    .title("My message title.") 
                    .build(); 

            MessageConfiguration messageConfiguration = MessageConfiguration.builder() 
                    .defaultMessage(defaultMessage) 
                    .build(); 

            WriteCampaignRequest request = WriteCampaignRequest.builder() 
                    .description("My description") 
                    .schedule(schedule) 
                    .name("MyCampaign") 
                    .segmentId(segmentID) 
                    .messageConfiguration(messageConfiguration) 
                    .build(); 

            CreateCampaignResponse result = client.createCampaign( 
                    CreateCampaignRequest.builder() 
                            .applicationId(appID) 
                            .writeCampaignRequest(request).build() 
            ); 

            System.out.println("Campaign ID: " + result.campaignResponse().id()); 

            return result.campaignResponse(); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        return null; 
    }
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GitHub で完全な例をご覧ください。

メッセージの送信
Amazon Pinpoint 経由で SMS テキストメッセージを送信するには、まず、AddressConfiguration オブジェ
クトを構築して channelType() を指定します (次の例では、メッセージが SMS 経由で送信されること
を示すために ChannelType.SMS に設定されています)。HashMap を初期化して、送信先の電話番号と
AddressConfiguration オブジェクトを保存します。次に、関連する値を含む SMSMessage オブジェ
クトを構築します。これには、originationNumber、メッセージのタイプ (messageType)、メッセー
ジ自体の body が含まれます。

メッセージを作成したら、SMSMessage オブジェクトを DirectMessageConfiguration オブジェクトに
構築します。Map オブジェクトと DirectMessageConfiguration オブジェクトを MessageRequest
オブジェクトに構築します。プロジェクト ID (applicationId) と MessageRequest オブジェクト
を含む SendMessagesRequest オブジェクトを作成します。PinpointClient の sendMessages()
メソッドを呼び出し、SendMessagesRequest オブジェクトを渡します。このリクエストの結果を
SendMessagesResponse オブジェクトとしてキャプチャします。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.PinpointClient;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.DirectMessageConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.SMSMessage;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.AddressConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.ChannelType;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.MessageRequest;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.SendMessagesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.SendMessagesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.MessageResponse;
import software.amazon.awssdk.services.pinpoint.model.PinpointException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

Code

    public static void sendSMSMessage(PinpointClient pinpoint, String message, String 
 appId, String originationNumber, String destinationNumber) { 

    try { 

        Map<String, AddressConfiguration> addressMap = 
                new HashMap<String, AddressConfiguration>(); 

        AddressConfiguration addConfig = AddressConfiguration.builder() 
                .channelType(ChannelType.SMS) 
                .build(); 

        addressMap.put(destinationNumber, addConfig); 

        SMSMessage smsMessage = SMSMessage.builder() 
                .body(message) 
                .messageType(messageType) 
                .originationNumber(originationNumber) 
                .senderId(senderId) 
                .keyword(registeredKeyword) 
                .build(); 

        // Create a DirectMessageConfiguration object 
        DirectMessageConfiguration direct = DirectMessageConfiguration.builder() 
                .smsMessage(smsMessage) 
                .build(); 
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        MessageRequest msgReq = MessageRequest.builder() 
                .addresses(addressMap) 
                .messageConfiguration(direct) 
                .build(); 

        // create a  SendMessagesRequest object 
        SendMessagesRequest request = SendMessagesRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .messageRequest(msgReq) 
                .build(); 

        SendMessagesResponse response= pinpoint.sendMessages(request); 

        MessageResponse msg1 = response.messageResponse(); 
        Map map1 = msg1.result(); 

        //Write out the result of sendMessage 
        map1.forEach((k, v) -> System.out.println((k + ":" + v))); 

    } catch (PinpointException e) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        System.exit(1); 
    } 
  }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細については、Amazon Pinpoint デベロッパーガイドを参照してください。

Amazon Pollyの使用
Amazon Polly は、テキストをリアルな音声に変換するサービスです。これにより、会話を行うアプリケー
ションを作成し、まったく新しいカテゴリの音声対応機能を構築できます。手順を含む完全なサンプル
コードについては、次のリソースを参照してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

Amazon SageMakerの使用
Amazon SageMaker は、すべてのデベロッパーとデータサイエンティストに、機械学習 (ML) モデルを構
築、トレーニング、デプロイする機能を提供するフルマネージドサービスです。手順を含む完全なサンプ
ルコードについては、次のリソースを参照してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

Amazon Simple Notification Serviceの使用
Amazon Simple Notification Service では、アプリケーションからのリアルタイムの通知メッセージを複数
の通信チャネル経由でサブスクライバーに簡単にプッシュできます。このトピックでは、Amazon SNS の
基本機能の一部を実行する方法について説明します。

トピックの作成
トピックは、メッセージの送信先システムを定義する通信チャネルの論理的なグループです。たとえ
ば、AWS Lambda や HTTP ウェブフックへのメッセージのファンアウトなどです。Amazon SNS にメッ
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セージを送信すると、トピックで定義されているチャネルに配信されます。これにより、サブスクライ
バーがメッセージを使用できるようになります。

トピックを作成するには、最初に、ビルダーの name() メソッドを使用して設定されたトピックの名前で
CreateTopicRequest オブジェクトを構築します。その後、SnsClient の createTopic() メソッドを使用
して、リクエストオブジェクトを Amazon SNS に送信します。次のコードスニペットに示すように、この
リクエストの結果を CreateTopicResponse オブジェクトとしてキャプチャできます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sns.SnsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.CreateTopicRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.CreateTopicResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.SnsException;

Code

    public static String createSNSTopic(SnsClient snsClient, String topicName ) { 

        CreateTopicResponse result = null; 
        try { 
            CreateTopicRequest request = CreateTopicRequest.builder() 
                    .name(topicName) 
                    .build(); 

            result = snsClient.createTopic(request); 
            return result.topicArn(); 
        } catch (SnsException e) { 

            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

Amazon SNS トピックをリストする
既存の Amazon SNS トピックのリストを取得するには、ListTopicsRequest オブジェクトを構築します。
次に、SnsClient の listTopics() メソッドを使用して、リクエストオブジェクトを Amazon SNS に
送信します。このリクエストの結果は、ListTopicsResponse オブジェクトとしてキャプチャできます。

次のコードスニペットは、リクエストの HTTP ステータスコードと、Amazon SNS トピックの Amazon 
リソースネーム (ARN) のリストを出力します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sns.SnsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.ListTopicsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.ListTopicsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.SnsException;

Code

    public static void listSNSTopics(SnsClient snsClient) { 
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/sns/model/CreateTopicRequest.html
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        try { 
            ListTopicsRequest request = ListTopicsRequest.builder() 
                   .build(); 

            ListTopicsResponse result = snsClient.listTopics(request); 
            System.out.println("Status was " + result.sdkHttpResponse().statusCode() + "\n
\nTopics\n\n" + result.topics()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

トピックへのエンドポイントのサブスクライブ
トピックを作成したら、そのトピックのエンドポイントとなる通信チャネルを設定できます。メッセージ
は、Amazon SNS による受信後にこれらのエンドポイントに配信されます。

通信チャネルをトピックのエンドポイントとして設定するには、そのエンドポイントをトピックにサブス
クライブします。開始するには、SubscribeRequest オブジェクトを構築します。通信チャネル (など) を
指定します。lambdaまたはemail) としてprotocol()。設定:endpoint()関連する出力場所（たとえ
ば、の ARN など）Lambda関数または電子メールアドレス) をとして設定します。サブスクライブするト
ピックの ARN をとして設定します。topicArn()。SnsClient の subscribe() メソッドを使用して、
リクエストオブジェクトを Amazon SNS に送信します。このリクエストの結果は、SubscribeResponse
オブジェクトとしてキャプチャできます。

次のコードスニペットは、トピックに E メールアドレスをサブスクライブする方法を示しています。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sns.SnsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.SnsException;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.SubscribeRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.SubscribeResponse;

Code

    public static void subEmail(SnsClient snsClient, String topicArn, String email) { 

        try { 
            SubscribeRequest request = SubscribeRequest.builder() 
                .protocol("email") 
                .endpoint(email) 
                .returnSubscriptionArn(true) 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            SubscribeResponse result = snsClient.subscribe(request); 
            System.out.println("Subscription ARN: " + result.subscriptionArn() + "\n\n 
 Status is " + result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/sns/src/main/java/com/example/sns/ListTopics.java
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    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

トピックへのメッセージの発行
トピックと 1 つ以上のエンドポイントを設定したら、そのトピックにメッセージを発行できます。開始
するには、PublishRequest オブジェクトを構築します。送信する message() と、送信先のトピック 
(topicArn()) の ARN を指定します。次に、SnsClient の publish() メソッドを使用して、リクエス
トオブジェクトを Amazon SNS に送信します。このリクエストの結果は、PublishResponse オブジェクト
として取得できます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sns.SnsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.PublishRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.PublishResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.SnsException;

Code

    public static void pubTopic(SnsClient snsClient, String message, String topicArn) { 

        try { 
            PublishRequest request = PublishRequest.builder() 
                .message(message) 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            PublishResponse result = snsClient.publish(request); 
            System.out.println(result.messageId() + " Message sent. Status is " + 
 result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

         } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
         } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

トピックからのエンドポイントの登録解除
トピックのエンドポイントとして設定されている通信チャネルを削除できます。その後、トピック自体は
引き続き存在し、そのトピックに設定されている他のエンドポイントにメッセージを配信します。

トピックのエンドポイントとしての通信チャネルを削除するには、そのエンドポイントをトピック
から登録解除します。開始するには、UnsubscribeRequest オブジェクトを構築し、登録解除するト
ピックの ARN を subscriptionArn() として設定します。次に、SnsClient の unsubscribe()
メソッドを使用して、リクエストオブジェクトを SNS に送信します。このリクエストの結果
は、UnsubscribeResponse オブジェクトとしてキャプチャできます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sns.SnsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.SnsException;
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/sns/src/main/java/com/example/sns/SubscribeEmail.java
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import software.amazon.awssdk.services.sns.model.UnsubscribeRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.UnsubscribeResponse;

Code

    public static void unSub(SnsClient snsClient, String subscriptionArn) { 

        try { 
            UnsubscribeRequest request = UnsubscribeRequest.builder() 
                .subscriptionArn(subscriptionArn) 
                .build(); 

            UnsubscribeResponse result = snsClient.unsubscribe(request); 

            System.out.println("\n\nStatus was " + result.sdkHttpResponse().statusCode() 
                + "\n\nSubscription was removed for " + request.subscriptionArn()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

トピックの削除
Amazon SNS トピックを削除するには、最初に、トピックの ARN をビルダーの topicArn() メソッド
として設定して DeleteTopicRequest オブジェクトを構築します。次に、SnsClient の deleteTopic()
メソッドを使用して、リクエストオブジェクトを Amazon SNS に送信します。次のコードスニペットに示
すように、このリクエストの結果を DeleteTopicResponse オブジェクトとしてキャプチャできます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sns.SnsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.DeleteTopicRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.DeleteTopicResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.SnsException;

Code

    public static void deleteSNSTopic(SnsClient snsClient, String topicArn ) { 

        try { 
            DeleteTopicRequest request = DeleteTopicRequest.builder() 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            DeleteTopicResponse result = snsClient.deleteTopic(request); 
            System.out.println("\n\nStatus was " + result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/sns/src/main/java/com/example/sns/Unsubscribe.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/sns/model/DeleteTopicRequest.html
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詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドを参照してください。

Amazon Simple Queue Serviceの使用
このセクションでは、プログラミングの例を示します。Amazon Simple Queue Serviceを使用するを使用
するAWS SDK for Java2.x。

次の例には各手法を示すのに必要なコードのみが含まれます。完全なサンプルコードは GitHub で入手で
きます。そこから、単一のソースファイルをダウンロードするかリポジトリをローカルにクローン作成し
て、ビルドし実行するためのすべての例を取得できます。

トピック
• Amazon Simple Queue Service メッセージキューの使用 (p. 289)
• Amazon Simple Queue Service メッセージの送信、受信、削除 (p. 291)

Amazon Simple Queue Service メッセージキューの使用
メッセージキューは、Amazon Simple Queue Service でメッセージを確実に送信するために使用する論理
コンテナです。キューには、標準と先入れ先出し (FIFO) の 2 種類があります。キューおよびキュータイ
プ間の相違点の詳細については、を参照してください。Amazon Simple Queue Serviceデベロッパーガイ
ド。

このトピックでは、AWS SDK for Java を使用して Amazon Simple Queue Service キューの URL の作
成、一覧表示、削除、および取得を行う方法について説明します。

キューを作成する

SqsClient の createQueue メソッドで、キューのパラメータを定義した CreateQueueRequest オブジェ
クトを指定します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.*;
import java.util.List;

Code

            CreateQueueRequest createQueueRequest = CreateQueueRequest.builder() 
                .queueName(queueName) 
                .build(); 

            sqsClient.createQueue(createQueueRequest);

GitHub の「完全なサンプル」をご覧ください。

キューの一覧表示

アカウントの Amazon Simple Queue Service キューを一覧表示するには、SqsClient の listQueues メ
ソッドを呼び出し、ListQueuesRequest オブジェクトを渡します。

パラメータを指定せずに listQueues オーバーロードを使用すると、すべてのキュー (最大 1,000 キュー) 
が返されます。ListQueuesRequest オブジェクトにキュー名のプレフィックスを指定して、そのプレ
フィックスに一致するキューの結果を絞り込むことができます。
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https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/
http://aws.amazon.com/sqs/
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/master/javav2
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/sqs/model/CreateQueueRequest.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/sqs/src/main/java/com/example/sqs/SQSExample.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/sqs/model/ListQueuesRequest.html


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

Amazon Simple Queue Service (SQS)

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.*;
import java.util.List;

Code

        String prefix = "que"; 

        try { 
            ListQueuesRequest listQueuesRequest = 
 ListQueuesRequest.builder().queueNamePrefix(prefix).build(); 
            ListQueuesResponse listQueuesResponse = 
 sqsClient.listQueues(listQueuesRequest); 

            for (String url : listQueuesResponse.queueUrls()) { 
                System.out.println(url); 
            } 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        }

GitHub の「完全なサンプル」をご覧ください。

キューの URL の取得

SqsClient の getQueueUrl メソッドを呼び出し、GetQueueUrlRequest オブジェクトを渡します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.*;
import java.util.List;

Code

            GetQueueUrlResponse getQueueUrlResponse = 
                
 sqsClient.getQueueUrl(GetQueueUrlRequest.builder().queueName(queueName).build()); 
            String queueUrl = getQueueUrlResponse.queueUrl(); 
            return queueUrl; 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return "";

GitHub の「完全なサンプル」をご覧ください。

キューの削除

キューの URL (p. 290) を DeleteMessageRequest オブジェクトに渡します。その後、SqsClient の
deleteQueue メソッドを呼び出します。
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/sqs/src/main/java/com/example/sqs/SQSExample.java
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/sqs/model/GetQueueUrlRequest.html
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インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.*;
import java.util.List;

Code

    public static void deleteSQSQueue(SqsClient sqsClient, String queueName) { 

        try { 

            GetQueueUrlRequest getQueueRequest = GetQueueUrlRequest.builder() 
                    .queueName(queueName) 
                    .build(); 

            String queueUrl = sqsClient.getQueueUrl(getQueueRequest).queueUrl(); 

            DeleteQueueRequest deleteQueueRequest = DeleteQueueRequest.builder() 
                    .queueUrl(queueUrl) 
                    .build(); 

            sqsClient.deleteQueue(deleteQueueRequest); 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

GitHub の「完全なサンプル」をご覧ください。

詳細情報

• Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイドの Amazon Simple Queue Service キューの仕組み
• Amazon Simple Queue Service API リファレンスの CreateQueue
• Amazon Simple Queue Service API リファレンスの GetQueueUrl
• Amazon Simple Queue Service API リファレンスの ListQueues
• Amazon Simple Queue Service API リファレンスの DeleteQueues

Amazon Simple Queue Service メッセージの送信、受信、削除
メッセージは、分散コンポーネントによって送受信できるデータの一部です。メッセージは、常に SQS 
キュー (p. 289)を使用して提供されます。

メッセージの送信

1 つのメッセージ追加するにはAmazon Simple Queue Serviceを呼び出してキューに入れる SqsClient クラ
イアントsendMessage方法。キューの URL (p. 290)、メッセージ本文、およびオプションの遅延値 (秒
単位) が含まれる SendMessageRequest オブジェクトを指定します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/sqs/src/main/java/com/example/sqs/SQSExample.java
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/sqs/model/SendMessageRequest.html
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import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.*;
import java.util.List;

Code

            sqsClient.sendMessage(SendMessageRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
                .messageBody("Hello world!") 
                .delaySeconds(10) 
                .build());

リクエストで複数のメッセージを送信する

SqsClient の sendMessageBatch メソッドを使用して 1 つのリクエストで複数のメッセージを送信しま
す。このメソッドは、キューの URL と送信するメッセージのリストを含む SendMessageBatchRequest
を受け取ります (各メッセージは SendMessageBatchRequestEntry)。また、メッセージの遅延値を設定し
て、特定のメッセージの送信を遅延させることもできます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.*;
import java.util.List;

Code

            SendMessageBatchRequest sendMessageBatchRequest = 
 SendMessageBatchRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
                
 .entries(SendMessageBatchRequestEntry.builder().id("id1").messageBody("Hello from msg 
 1").build(), 
                        SendMessageBatchRequestEntry.builder().id("id2").messageBody("msg 
 2").delaySeconds(10).build()) 
                .build(); 
            sqsClient.sendMessageBatch(sendMessageBatchRequest);

GitHub の「完全なサンプル」をご覧ください。

メッセージを取得する

キューに現在含まれているメッセージを取得するには、 SqsClient の receiveMessage メソッドを呼び
出します。このメソッドは、キュー URL を含む ReceiveMessageRequest を受け取ります。また、返る
メッセージの最大数を指定することもできます。メッセージは、Message オブジェクトのリストとして返
されます。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.*;
import java.util.List;

Code
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https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/reference/software/amazon/awssdk/services/sqs/model/SendMessageBatchRequest.html
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            ReceiveMessageRequest receiveMessageRequest = ReceiveMessageRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
                .maxNumberOfMessages(5) 
                .build(); 
            List<Message> messages = 
 sqsClient.receiveMessage(receiveMessageRequest).messages(); 
            return messages; 
        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null;

受信後にメッセージを削除する

メッセージを受信し、その内容を処理した後で、メッセージをキューから削除するには、メッセージの受
信ハンドルとキュー URL を SqsClient の deleteMessage メソッドに送信します。

インポート

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.*;
import java.util.List;

Code

        try { 
            for (Message message : messages) { 
                DeleteMessageRequest deleteMessageRequest = DeleteMessageRequest.builder() 
                    .queueUrl(queueUrl) 
                    .receiptHandle(message.receiptHandle()) 
                    .build(); 
                sqsClient.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
            }

GitHub の「完全なサンプル」をご覧ください。

詳細

• Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイドの Amazon Simple Queue Service キューの仕組み
• Amazon Simple Queue Service API リファレンスの SendMessage
• Amazon Simple Queue Service API リファレンスの SendMessageBatch
• Amazon Simple Queue Service API リファレンスの ReceiveMessage
• Amazon Simple Queue Service API リファレンスの DeleteMessage

AWS Systems Managerの使用
AWS Systems Manager は、Amazon EC2 インスタンス、オンプレミスサーバー、または仮想マシン (VM) 
にインストールして設定することができる Amazon のソフトウェアです。手順を含む完全なサンプルコー
ドについては、次のリソースを参照してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/sqs/src/main/java/com/example/sqs/SQSExample.java
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Amazon Simple Workflow Serviceの使用
Amazon Simple Workflow Service を使用すると、分散コンポーネント全体にわたって作業を調整するアプ
リケーションを簡単に構築できます。手順を含む完全なサンプルコードについては、次のリソースを参照
してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

Amazon Transcribeの使用
このセクションでは、プログラミングの例を示します。Amazon Transcribeを使用するを使用するAWS 
SDK for Java2.x

次の例には各手法を示すのに必要なコードのみが含まれます。完全なサンプルコードは GitHub で入手で
きます。そこから、単一のソースファイルをダウンロードするかリポジトリをローカルにクローン作成し
て、ビルドし実行するためのすべての例を取得できます。

トピック
• Amazon Transcribeの使用 (p. 294)

Amazon Transcribeの使用
以下の例では、Amazon Transcribe を使用した双方向ストリーミングの仕組みを示しています。双方向ス
トリーミングとは、サービスに送信されるデータストリームと、サービスからリアルタイムで受信され
るデータストリームが、両方あることを意味します。この例では、Amazon Transcribe の文字起こしスト
リーミングを使用して、音声ストリームを送信し、文字起こしされたテキストストリームをリアルタイム
で受信します。

この機能の詳細については、Amazon Transcribe デベロッパーガイドのストリーミング文字起こしを参照
してください。

Amazon Transcribe の使用を開始するには、Amazon Transcribe デベロッパーガイドの開始方法を参照し
てください。

マイクを設定する

このコードは、javax.sound.sampled パッケージを使用して、入力デバイスからの音声をストリーミング
します。

Code

import javax.sound.sampled.AudioFormat;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.DataLine;
import javax.sound.sampled.TargetDataLine;

public class Microphone { 

    public static TargetDataLine get() throws Exception { 
        AudioFormat format = new AudioFormat(16000, 16, 1, true, false); 
        DataLine.Info datalineInfo = new DataLine.Info(TargetDataLine.class, format); 

        TargetDataLine dataLine = (TargetDataLine) AudioSystem.getLine(datalineInfo); 
        dataLine.open(format); 
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        return dataLine; 
    }
}

GitHub で完全な例をご覧ください。

パブリッシャーを作成する
このコードは、Amazon Transcribe 音声ストリームから音声データを発行するパブリッシャーを実装しま
す。

Code

package com.amazonaws.transcribe;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.UncheckedIOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong;
import org.reactivestreams.Publisher;
import org.reactivestreams.Subscriber;
import org.reactivestreams.Subscription;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.AudioEvent;
import software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.AudioStream;
import 
 software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.TranscribeStreamingException;

public class AudioStreamPublisher implements Publisher<AudioStream> { 
    private final InputStream inputStream; 

    public AudioStreamPublisher(InputStream inputStream) { 
        this.inputStream = inputStream; 
    } 

    @Override 
    public void subscribe(Subscriber<? super AudioStream> s) { 
        s.onSubscribe(new SubscriptionImpl(s, inputStream)); 
    } 

    private class SubscriptionImpl implements Subscription { 
        private static final int CHUNK_SIZE_IN_BYTES = 1024 * 1; 
        private ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(1); 
        private AtomicLong demand = new AtomicLong(0); 

        private final Subscriber<? super AudioStream> subscriber; 
        private final InputStream inputStream; 

        private SubscriptionImpl(Subscriber<? super AudioStream> s, InputStream 
 inputStream) { 
            this.subscriber = s; 
            this.inputStream = inputStream; 
        } 

        @Override 
        public void request(long n) { 
            if (n <= 0) { 
                subscriber.onError(new IllegalArgumentException("Demand must be 
 positive")); 
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            } 

            demand.getAndAdd(n); 

            executor.submit(() -> { 
                try { 
                    do { 
                        ByteBuffer audioBuffer = getNextEvent(); 
                        if (audioBuffer.remaining() > 0) { 
                            AudioEvent audioEvent = audioEventFromBuffer(audioBuffer); 
                            subscriber.onNext(audioEvent); 
                        } else { 
                            subscriber.onComplete(); 
                            break; 
                        } 
                    } while (demand.decrementAndGet() > 0); 
                } catch (TranscribeStreamingException e) { 
                    subscriber.onError(e); 
                } 
            }); 
        } 

        @Override 
        public void cancel() { 

        } 

        private ByteBuffer getNextEvent() { 
            ByteBuffer audioBuffer; 
            byte[] audioBytes = new byte[CHUNK_SIZE_IN_BYTES]; 

            int len = 0; 
            try { 
                len = inputStream.read(audioBytes); 

                if (len <= 0) { 
                    audioBuffer = ByteBuffer.allocate(0); 
                } else { 
                    audioBuffer = ByteBuffer.wrap(audioBytes, 0, len); 
                } 
            } catch (IOException e) { 
                throw new UncheckedIOException(e); 
            } 

            return audioBuffer; 
        } 

        private AudioEvent audioEventFromBuffer(ByteBuffer bb) { 
            return AudioEvent.builder() 
                    .audioChunk(SdkBytes.fromByteBuffer(bb)) 
                    .build(); 
        } 
    }
}

GitHub で完全な例をご覧ください。

クライアントを作成してストリーミングを開始する

main メソッドで、リクエストオブジェクトを作成し、音声入力ストリームを開始して、音声入力でパブ
リッシャーをインスタンス化します。

StartStreamTranscriptionResponseHandler を作成して、Amazon Transcribe からのレスポンスを処理する
方法を指定する必要もあります。
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その後、TranscribeStreamingAsyncClient の startStreamTranscription メソッドを使用して双方向
ストリーミングを開始します。

インポート

import javax.sound.sampled.AudioFormat;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.DataLine;
import javax.sound.sampled.TargetDataLine;
import javax.sound.sampled.AudioInputStream;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.TranscribeStreamingAsyncClient;
import 
 software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.TranscribeStreamingException ;
import 
 software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.StartStreamTranscriptionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.MediaEncoding;
import software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.LanguageCode;
import 
 software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.StartStreamTranscriptionResponseHandler;
import software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.TranscriptEvent;

Code

    public static void convertAudio(TranscribeStreamingAsyncClient client) throws Exception 
 { 

        try { 

            StartStreamTranscriptionRequest request = 
 StartStreamTranscriptionRequest.builder() 
                    .mediaEncoding(MediaEncoding.PCM) 
                    .languageCode(LanguageCode.EN_US) 
                    .mediaSampleRateHertz(16_000).build(); 

            TargetDataLine mic = Microphone.get(); 
            mic.start(); 

            AudioStreamPublisher publisher = new AudioStreamPublisher(new 
 AudioInputStream(mic)); 

            StartStreamTranscriptionResponseHandler response = 
                    StartStreamTranscriptionResponseHandler.builder().subscriber(e -> { 
                        TranscriptEvent event = (TranscriptEvent) e; 
                        event.transcript().results().forEach(r -> 
 r.alternatives().forEach(a -> System.out.println(a.transcript()))); 
                    }).build(); 

            // Keeps Streaming until you end the Java program 
            client.startStreamTranscription(request, publisher, response); 

        } catch (TranscribeStreamingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
         } 
    }

GitHub で完全な例をご覧ください。

詳細情報

• Amazon Transcribe デベロッパーガイドの仕組み。
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• Amazon Transcribe デベロッパーガイドのストリーミングオーディオの開始方法。
• Amazon Transcribe デベロッパーガイドのガイドラインと制限。

Amazon Translateの使用
Amazon Translate は、リアルタイムおよびバッチ翻訳機能をアプリケーションに組み込む複雑さを解消し
ます。手順を含む完全なサンプルコードについては、次のリソースを参照してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

Amazon WorkDocsの使用
Amazon WorkDocs は、安全なコンテンツの作成、保存、およびコラボレーションのためのフルマネージ
ドサービスです。手順を含む完全なサンプルコードについては、次のリソースを参照してください。

GitHub へのリンク

へのリンクAWS Code Sample Catalog

Java 2.x 用 SDK のコードサンプル
このトピックのコード例は、with の使用方法を示していますAWS。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

クロスサービスの例は、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です。

例
• Java 2.x 用 SDK を使用するアクションとシナリオ (p. 298)
• Java 2.x 用 SDK を使用したクロスサービスの例 (p. 764)

Java 2.x 用 SDK を使用するアクションとシナリオ
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装す
る方法を示していますAWS のサービス。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

サービス
• Java 2.x 用 SDK を使用した API Gateway の例 (p. 299)
• Java 2.x 用 SDK を使用したアプリケーション回復コントローラーの例 (p. 302)
• Java 2.x 用 SDK を使用したAurora 例 (p. 304)
• CloudFrontJava 2.x 用の SDK の使用例 (p. 325)
• CloudWatchJava 2.x 用の SDK の使用例 (p. 336)
• CloudWatchJava 2.x 用 SDK を使用したイベントの例 (p. 366)
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• CloudWatchJava 2.x 用 SDK を使用したログの例 (p. 368)
• Java 2.x SDK を使用した Amazon Cognito ID プロバイダーの例 (p. 370)
• アマゾン Java 2.x 用 SDK の使用例を理解する (p. 382)
• Java 2.x 用 SDK を使用した DynamoDB の例 (p. 386)
• Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon EC2 の例 (p. 415)
• Java 2.x 用 SDK を使用したAuto Scaling 例 (p. 438)
• Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon ECS の例 (p. 452)
• EventBridgeJava 2.x 用の SDK の使用例 (p. 457)
• AWS GlueJava 2.x 用の SDK の使用例 (p. 477)
• Java 2.x 用の SDK を使用した IAM の例 (p. 489)
• AWS KMSJava 2.x 用の SDK の使用例 (p. 507)
• Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Keyspaces の例 (p. 514)
• Java 2.x 用 SDK を使用したKinesis スの例 (p. 531)
• Java 2.x 用 SDK を使用したLambda 例 (p. 535)
• MediaConvertJava 2.x 用の SDK の使用例 (p. 542)
• Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon Personalize 例 (p. 552)
• Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Personalize イベントの例 (p. 571)
• Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Personalize ランタイムの例 (p. 573)
• Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon Pinpoint 例 (p. 576)
• Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Pinpoint SMS および音声 API の例 (p. 592)
• Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon RDS の例 (p. 593)
• Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Redshift の例 (p. 613)
• Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon Rekognition の例 (p. 615)
• Java 2.x 用 SDK を使用したルート 53 ドメイン登録の例 (p. 642)
• Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon S3 の例 (p. 657)
• Java 2.x 用 SDK を使用した S3 グレイシャーの例 (p. 690)
• Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon SES の例 (p. 697)
• Java 2.x SDK を使用した Amazon SES API v2 の例 (p. 701)
• Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon SNS の例 (p. 703)
• Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon SQS の例 (p. 719)
• AWS STSJava 2.x 用の SDK の使用例 (p. 726)
• Java 2.x 用 SDK を使用したSecrets Manager の例 (p. 727)
• Java 2.x 用 SDK を使用したStep Functions の例 (p. 731)
• AWS SupportJava 2.x 用の SDK の使用例 (p. 745)
• Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Textract の例 (p. 760)

Java 2.x 用 SDK を使用した API Gateway の例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with API Gateway を使用して一般的なシナリオを実装する方法を
示しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。
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トピック
• アクション (p. 300)

アクション

REST API を作成する

次のコード例は、API Gateway REST API を作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createAPI( ApiGatewayClient apiGateway, String restApiId, 
 String restApiName) { 

        try { 
            CreateRestApiRequest request = CreateRestApiRequest.builder() 
                .cloneFrom(restApiId) 
                .description("Created using the Gateway Java API") 
                .name(restApiName) 
                .build(); 

            CreateRestApiResponse response = apiGateway.createRestApi(request); 
            System.out.println("The id of the new api is "+response.id()); 
            return response.id(); 

        } catch (ApiGatewayException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateRestApiリファレンスのを参照してくださ
い。

REST API の削除

次のコード例は、API Gateway REST API を削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteAPI( ApiGatewayClient apiGateway, String restApiId) { 

        try { 
            DeleteRestApiRequest request = DeleteRestApiRequest.builder() 
                .restApiId(restApiId) 
                .build(); 
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            apiGateway.deleteRestApi(request); 
            System.out.println("The API was successfully deleted"); 

        } catch (ApiGatewayException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteRestApiリファレンスのを参照してくださ
い。

デプロイを削除する

次のコード例は、デプロイを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteSpecificDeployment(ApiGatewayClient apiGateway, String 
 restApiId, String deploymentId) { 

        try { 
            DeleteDeploymentRequest request = DeleteDeploymentRequest.builder() 
                .restApiId(restApiId) 
                .deploymentId(deploymentId) 
                .build(); 

            apiGateway.deleteDeployment(request); 
            System.out.println("Deployment was deleted" ); 

        } catch (ApiGatewayException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteDeploymentリファレンスのを参照してく
ださい。

REST API をデプロイする

次のコード例は、API Gateway REST API をデプロイする方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createNewDeployment(ApiGatewayClient apiGateway, String 
 restApiId, String stageName) { 
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        try { 
            CreateDeploymentRequest request = CreateDeploymentRequest.builder() 
                .restApiId(restApiId) 
                .description("Created using the AWS API Gateway Java API") 
                .stageName(stageName) 
                .build(); 

            CreateDeploymentResponse response = apiGateway.createDeployment(request); 
            System.out.println("The id of the deployment is "+response.id()); 
            return response.id(); 

        } catch (ApiGatewayException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""  ; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateDeploymentリファレンスのを参照してく
ださい。

Java 2.x 用 SDK を使用したアプリケーション回復コントロー
ラーの例
次のコード例は、アプリケーション回復コントローラーを使用してアクションを実行し、一般的なシナリ
オを実装する方法を示しています。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

ルーティングコントロールの状態の取得

次のコード例は、アプリケーション回復コントローラのルーティングコントロールの状態を取得する方法
を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static GetRoutingControlStateResponse 
 getRoutingControlState(List<ClusterEndpoint> clusterEndpoints, 
                                                                        String 
 routingControlArn) { 
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        // As a best practice, we recommend choosing a random cluster endpoint to get 
 or set routing control states. 
        // For more information, see https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/
route53-arc-best-practices.html#route53-arc-best-practices.regional 
        Collections.shuffle(clusterEndpoints); 
        for (ClusterEndpoint clusterEndpoint : clusterEndpoints) { 
            try { 
                System.out.println(clusterEndpoint); 
                Route53RecoveryClusterClient client = 
 Route53RecoveryClusterClient.builder() 
                        .endpointOverride(URI.create(clusterEndpoint.endpoint())) 
                        .region(Region.of(clusterEndpoint.region())).build(); 
                return client.getRoutingControlState( 
                        GetRoutingControlStateRequest.builder() 
                                .routingControlArn(routingControlArn).build()); 
            } catch (Exception exception) { 
                System.out.println(exception); 
            } 
        } 
        return null; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetRoutingControlStateリファレンスのを参照し
てください。

ルーティングコントロールの状態を更新する

次のコード例は、アプリケーション回復コントローラのルーティングコントロールの状態を更新する方法
を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static UpdateRoutingControlStateResponse 
 updateRoutingControlState(List<ClusterEndpoint> clusterEndpoints, 
                                                                              String 
 routingControlArn, 
                                                                              String 
 routingControlState) { 
        // As a best practice, we recommend choosing a random cluster endpoint to get 
 or set routing control states. 
        // For more information, see https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/
route53-arc-best-practices.html#route53-arc-best-practices.regional 
        Collections.shuffle(clusterEndpoints); 
        for (ClusterEndpoint clusterEndpoint : clusterEndpoints) { 
            try { 
                System.out.println(clusterEndpoint); 
                Route53RecoveryClusterClient client = 
 Route53RecoveryClusterClient.builder() 
                        .endpointOverride(URI.create(clusterEndpoint.endpoint())) 
                        .region(Region.of(clusterEndpoint.region())) 
                        .build(); 
                return client.updateRoutingControlState( 
                        UpdateRoutingControlStateRequest.builder() 
                                
 .routingControlArn(routingControlArn).routingControlState(routingControlState).build()); 
            } catch (Exception exception) { 
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                System.out.println(exception); 
            } 
        } 
        return null; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UpdateRoutingControlStateリファレンスのを参
照してください。

Java 2.x 用 SDK を使用したAurora 例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with Aurora を使用してアクションおよび実行の手順を示してい
ます。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

DB クラスターを作成する

次のコード例は、Aurora DB クラスターを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createDBCluster(RdsClient rdsClient, String 
 dbParameterGroupFamily, String dbName, String dbClusterIdentifier, String userName, 
 String password) { 
        try { 
            CreateDbClusterRequest clusterRequest = CreateDbClusterRequest.builder() 
                .databaseName(dbName) 
                .dbClusterIdentifier(dbClusterIdentifier) 
                .dbClusterParameterGroupName(dbParameterGroupFamily) 
                .engine("aurora-mysql") 
                .masterUsername(userName) 
                .masterUserPassword(password) 
                .build(); 

            CreateDbClusterResponse response = 
 rdsClient.createDBCluster(clusterRequest); 
            return response.dbCluster().dbClusterArn(); 

        } catch (RdsException e) { 
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            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「CreateDBCluster」を参照して
ください。

DB クラスターのパラメータグループを作成する

次のコード例は、Aurora DB クラスターパラメーターグループを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createDBClusterParameterGroup(RdsClient rdsClient, String 
 dbClusterGroupName, String dbParameterGroupFamily) { 
        try { 
            CreateDbClusterParameterGroupRequest groupRequest = 
 CreateDbClusterParameterGroupRequest.builder() 
                .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName) 
                .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily) 
                .description("Created by using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateDbClusterParameterGroupResponse response = 
 rdsClient.createDBClusterParameterGroup(groupRequest); 
            System.out.println("The group name is "+ 
 response.dbClusterParameterGroup().dbClusterParameterGroupName()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIClusterParameterGroup リファレンス
の「CreateDB」を参照してください。

DB クラスタースナップショットを作成する

次のコード例は、Aurora DB クラスタースナップショットを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createDBClusterSnapshot(RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceClusterIdentifier, String dbSnapshotIdentifier) { 
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        try { 
            CreateDbClusterSnapshotRequest snapshotRequest = 
 CreateDbClusterSnapshotRequest.builder() 
                .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier) 
                .dbClusterSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier) 
                .build(); 

            CreateDbClusterSnapshotResponse response = 
 rdsClient.createDBClusterSnapshot(snapshotRequest); 
            System.out.println("The Snapshot ARN is " + 
 response.dbClusterSnapshot().dbClusterSnapshotArn()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIClusterSnapshot リファレンスの「CreateDB」を
参照してください。

DB クラスターに DB インスタンスを作成する

次のコード例は、Aurora DB クラスターで DB インスタンスを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createDBInstanceCluster(RdsClient rdsClient, 
                                                 String dbInstanceIdentifier, 
                                                 String dbInstanceClusterIdentifier, 
                                                 String instanceClass){ 

        try { 
            CreateDbInstanceRequest instanceRequest = CreateDbInstanceRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier) 
                .engine("aurora-mysql") 
                .dbInstanceClass(instanceClass) 
                .build() ; 

            CreateDbInstanceResponse response = 
 rdsClient.createDBInstance(instanceRequest); 
            System.out.print("The status is " + 
 response.dbInstance().dbInstanceStatus()); 
            return response.dbInstance().dbInstanceArn(); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「CreateDBInstance」を参照し
てください。
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DB クラスターを削除する

次のコード例は、Aurora DB クラスターを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteCluster(RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceClusterIdentifier) { 
        try { 
            DeleteDbClusterRequest deleteDbClusterRequest = 
 DeleteDbClusterRequest.builder() 
                .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier) 
                .skipFinalSnapshot(true) 
                .build(); 

            rdsClient.deleteDBCluster(deleteDbClusterRequest); 
            System.out.println(dbInstanceClusterIdentifier +" was deleted!"); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            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「DeleteDBCluster」を参照して
ください。

DB クラスターパラメータグループを削除する

次のコード例は、Aurora DB クラスターパラメーターグループを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteDBClusterGroup( RdsClient rdsClient, String 
 dbClusterGroupName, String clusterDBARN) throws InterruptedException { 
        try { 
            boolean isDataDel = false; 
            boolean didFind; 
            String instanceARN ; 

            // Make sure that the database has been deleted. 
            while (!isDataDel) { 
                DescribeDbInstancesResponse response = rdsClient.describeDBInstances(); 
                List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances(); 
                int listSize = instanceList.size(); 
                isDataDel = false ; 
                didFind = false; 
                int index = 1; 
                for (DBInstance instance: instanceList) { 
                    instanceARN = instance.dbInstanceArn(); 
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                    if (instanceARN.compareTo(clusterDBARN) == 0) { 
                        System.out.println(clusterDBARN + " still exists"); 
                        didFind = true ; 
                    } 
                    if ((index == listSize) && (!didFind)) { 
                        // Went through the entire list and did not find the database 
 ARN. 
                        isDataDel = true; 
                    } 
                    Thread.sleep(sleepTime * 1000); 
                    index ++; 
                } 
            } 

            DeleteDbClusterParameterGroupRequest clusterParameterGroupRequest = 
 DeleteDbClusterParameterGroupRequest.builder() 
                .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName) 
                .build(); 

            rdsClient.deleteDBClusterParameterGroup(clusterParameterGroupRequest); 
            System.out.println(dbClusterGroupName +" was deleted."); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIClusterParameterGroup リファレンスの
DeletedB を参照してください。

DB インスタンスを削除する

次のコード例は、Aurora DB インスタンスを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteDatabaseInstance( RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceIdentifier) { 
        try { 
            DeleteDbInstanceRequest deleteDbInstanceRequest = 
 DeleteDbInstanceRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .deleteAutomatedBackups(true) 
                .skipFinalSnapshot(true) 
                .build(); 

            DeleteDbInstanceResponse response = 
 rdsClient.deleteDBInstance(deleteDbInstanceRequest); 
            System.out.println("The status of the database is " + 
 response.dbInstance().dbInstanceStatus()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            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「DeleteDBInstance」を参照し
てください。

DB クラスターパラメータグループを記述する

次のコード例は、Aurora DB クラスターパラメーターグループを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeDbClusterParameterGroups(RdsClient rdsClient, String 
 dbClusterGroupName) { 
        try { 
            DescribeDbClusterParameterGroupsRequest groupsRequest = 
 DescribeDbClusterParameterGroupsRequest.builder() 
                .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName) 
                .maxRecords(20) 
                .build(); 

            List<DBClusterParameterGroup> groups = 
 rdsClient.describeDBClusterParameterGroups(groupsRequest).dbClusterParameterGroups(); 
            for (DBClusterParameterGroup group: groups) { 
                System.out.println("The group name is 
 "+group.dbClusterParameterGroupName()); 
                System.out.println("The group ARN is 
 "+group.dbClusterParameterGroupArn()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIClusterParameterGroups リファレンス
の「DescribedDB」を参照してください。

DB クラスタースナップショットを記述する

次のコード例は、Aurora DB クラスタースナップショットを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void waitForSnapshotReady(RdsClient rdsClient, String 
 dbSnapshotIdentifier, String dbInstanceClusterIdentifier) { 
        try { 
            boolean snapshotReady = false; 
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            String snapshotReadyStr; 
            System.out.println("Waiting for the snapshot to become available."); 

            DescribeDbClusterSnapshotsRequest snapshotsRequest = 
 DescribeDbClusterSnapshotsRequest.builder() 
                .dbClusterSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier) 
                .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier) 
                .build(); 

            while (!snapshotReady) { 
                DescribeDbClusterSnapshotsResponse response = 
 rdsClient.describeDBClusterSnapshots (snapshotsRequest); 
                List<DBClusterSnapshot> snapshotList = response.dbClusterSnapshots(); 
                for (DBClusterSnapshot snapshot : snapshotList) { 
                    snapshotReadyStr = snapshot.status(); 
                    if (snapshotReadyStr.contains("available")) { 
                        snapshotReady = true; 
                    } else { 
                        System.out.println("."); 
                        Thread.sleep(sleepTime * 5000); 
                    } 
                } 
            } 

            System.out.println("The Snapshot is available!"); 

        } catch (RdsException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIClusterSnapshots リファレンス
の「DescribedDB」を参照してください。

DB クラスターを記述する

次のコード例は、Aurora DB クラスターの記述方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeDbClusterParameters(RdsClient rdsClient, String 
 dbCLusterGroupName, int flag) { 
        try { 
            DescribeDbClusterParametersRequest dbParameterGroupsRequest; 
            if (flag == 0) { 
                dbParameterGroupsRequest = DescribeDbClusterParametersRequest.builder() 
                    .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName) 
                    .build(); 
            } else { 
                dbParameterGroupsRequest = DescribeDbClusterParametersRequest.builder() 
                    .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName) 
                    .source("user") 
                    .build(); 
            } 
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            DescribeDbClusterParametersResponse response = 
 rdsClient.describeDBClusterParameters(dbParameterGroupsRequest); 
            List<Parameter> dbParameters = response.parameters(); 
            String paraName; 
            for (Parameter para: dbParameters) { 
                // Only print out information about either auto_increment_offset or 
 auto_increment_increment. 
                paraName = para.parameterName(); 
                if ( (paraName.compareTo("auto_increment_offset") ==0) || 
 (paraName.compareTo("auto_increment_increment ") ==0)) { 
                    System.out.println("*** The parameter name is  " + paraName); 
                    System.out.println("*** The parameter value is  " + 
 para.parameterValue()); 
                    System.out.println("*** The parameter data type is " + 
 para.dataType()); 
                    System.out.println("*** The parameter description is " + 
 para.description()); 
                    System.out.println("*** The parameter allowed values  is " + 
 para.allowedValues()); 
                } 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            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「DescribeDBClusters」を参照
してください。

DB インスタンスを記述する

次のコード例は、Aurora DB インスタンスを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    // Waits until the database instance is available. 
    public static void waitForInstanceReady(RdsClient rdsClient, String 
 dbClusterIdentifier) { 
        boolean instanceReady = false; 
        String instanceReadyStr; 
        System.out.println("Waiting for instance to become available."); 

        try { 
            DescribeDbClustersRequest instanceRequest = 
 DescribeDbClustersRequest.builder() 
                .dbClusterIdentifier(dbClusterIdentifier) 
                .build(); 

            while (!instanceReady) { 
                DescribeDbClustersResponse response = 
 rdsClient.describeDBClusters(instanceRequest); 
                List<DBCluster> clusterList = response.dbClusters(); 
                for (DBCluster cluster : clusterList) { 
                    instanceReadyStr = cluster.status(); 
                    if (instanceReadyStr.contains("available")) { 
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                        instanceReady = true; 
                    } else { 
                        System.out.print("."); 
                        Thread.sleep(sleepTime * 1000); 
                    } 
                } 
            } 
            System.out.println("Database cluster is available!"); 

        } catch (RdsException | InterruptedException 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「DescribeDBInstances」を参
照してください。

データベースエンジンのバージョンを記述する

次のコード例は、Aurora データベースエンジンのバージョンを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeDBEngines( RdsClient rdsClient) { 
        try { 
            DescribeDbEngineVersionsRequest engineVersionsRequest = 
 DescribeDbEngineVersionsRequest.builder() 
                .engine("aurora-mysql") 
                .defaultOnly(true) 
                .maxRecords(20) 
                .build(); 

            DescribeDbEngineVersionsResponse response = 
 rdsClient.describeDBEngineVersions(engineVersionsRequest); 
            List<DBEngineVersion> engines = response.dbEngineVersions(); 

            // Get all DBEngineVersion objects. 
            for (DBEngineVersion engineOb: engines) { 
                System.out.println("The name of the DB parameter group family for the 
 database engine is "+engineOb.dbParameterGroupFamily()); 
                System.out.println("The name of the database engine 
 "+engineOb.engine()); 
                System.out.println("The version number of the database engine 
 "+engineOb.engineVersion()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIEngineVersions リファレンス
の「DescribedDB」を参照してください。
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DB インスタンスのオプションを記述する

次のコード例は、Aurora DB インスタンスのオプションを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeDBEngines( RdsClient rdsClient) { 
        try { 
            DescribeDbEngineVersionsRequest engineVersionsRequest = 
 DescribeDbEngineVersionsRequest.builder() 
                .engine("aurora-mysql") 
                .defaultOnly(true) 
                .maxRecords(20) 
                .build(); 

            DescribeDbEngineVersionsResponse response = 
 rdsClient.describeDBEngineVersions(engineVersionsRequest); 
            List<DBEngineVersion> engines = response.dbEngineVersions(); 

            // Get all DBEngineVersion objects. 
            for (DBEngineVersion engineOb: engines) { 
                System.out.println("The name of the DB parameter group family for the 
 database engine is "+engineOb.dbParameterGroupFamily()); 
                System.out.println("The name of the database engine 
 "+engineOb.engine()); 
                System.out.println("The version number of the database engine 
 "+engineOb.engineVersion()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIInstanceOptions リファレンスの
DescribeOrderable DB を参照してください。

DB パラメータグループのパラメータを記述する

次のコード例は、Aurora DB クラスターパラメーターグループからのパラメーターを記述する方法を示し
ています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeDbClusterParameters(RdsClient rdsClient, String 
 dbCLusterGroupName, int flag) { 
        try { 
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            DescribeDbClusterParametersRequest dbParameterGroupsRequest; 
            if (flag == 0) { 
                dbParameterGroupsRequest = DescribeDbClusterParametersRequest.builder() 
                    .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName) 
                    .build(); 
            } else { 
                dbParameterGroupsRequest = DescribeDbClusterParametersRequest.builder() 
                    .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName) 
                    .source("user") 
                    .build(); 
            } 

            DescribeDbClusterParametersResponse response = 
 rdsClient.describeDBClusterParameters(dbParameterGroupsRequest); 
            List<Parameter> dbParameters = response.parameters(); 
            String paraName; 
            for (Parameter para: dbParameters) { 
                // Only print out information about either auto_increment_offset or 
 auto_increment_increment. 
                paraName = para.parameterName(); 
                if ( (paraName.compareTo("auto_increment_offset") ==0) || 
 (paraName.compareTo("auto_increment_increment ") ==0)) { 
                    System.out.println("*** The parameter name is  " + paraName); 
                    System.out.println("*** The parameter value is  " + 
 para.parameterValue()); 
                    System.out.println("*** The parameter data type is " + 
 para.dataType()); 
                    System.out.println("*** The parameter description is " + 
 para.description()); 
                    System.out.println("*** The parameter allowed values  is " + 
 para.allowedValues()); 
                } 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIClusterParameters リファレンス
の「DescribedDB」を参照してください。

DB クラスターパラメータグループのパラメータを更新する

次のコード例は、Aurora DB クラスターパラメーターグループ内のパラメーターを更新する方法を示して
います。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeDbClusterParameterGroups(RdsClient rdsClient, String 
 dbClusterGroupName) { 
        try { 
            DescribeDbClusterParameterGroupsRequest groupsRequest = 
 DescribeDbClusterParameterGroupsRequest.builder() 
                .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName) 
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                .maxRecords(20) 
                .build(); 

            List<DBClusterParameterGroup> groups = 
 rdsClient.describeDBClusterParameterGroups(groupsRequest).dbClusterParameterGroups(); 
            for (DBClusterParameterGroup group: groups) { 
                System.out.println("The group name is 
 "+group.dbClusterParameterGroupName()); 
                System.out.println("The group ARN is 
 "+group.dbClusterParameterGroupArn()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIClusterParameterGroup リファレンス
の「ModifyDB」を参照してください。

シナリオ

DB クラスターの開始方法

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• カスタム Aurora DB クラスターパラメータグループを作成し、パラメータ値を設定します。
• パラメータグループを使用する DB クラスターを作成する
• データベースを含む DB インスタンスを作成します。
• DB クラスターのスナップショットを作成して、リソースをクリーンアップします。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * This Java example performs the following tasks: 
 * 
 * 1. Gets available engine families for Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition by 
 calling the DescribeDbEngineVersions(Engine='aurora-mysql') method. 
 * 2. Selects an engine family and creates a custom DB cluster parameter group by 
 invoking the describeDBClusterParameters method. 
 * 3. Gets the parameter groups by invoking the describeDBClusterParameterGroups 
 method. 
 * 4. Gets parameters in the group by invoking the describeDBClusterParameters method. 
 * 5. Modifies the auto_increment_offset parameter by invoking the 
 modifyDbClusterParameterGroupRequest method. 
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 * 6. Gets and displays the updated parameters. 
 * 7. Gets a list of allowed engine versions by invoking the describeDbEngineVersions 
 method. 
 * 8. Creates an Aurora DB cluster database cluster that contains a MySQL database. 
 * 9.  Waits for DB instance to be ready. 
 * 10. Gets a list of instance classes available for the selected engine. 
 * 11. Creates a database instance in the cluster. 
 * 12. Waits for DB instance to be ready. 
 * 13. Creates a snapshot. 
 * 14. Waits for DB snapshot to be ready. 
 * 15. Deletes the DB cluster. 
 * 16. Deletes the DB cluster group. 
 */

public class AuroraScenario { 
    public static long sleepTime = 20; 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <dbClusterGroupName> <dbParameterGroupFamily> 
 <dbInstanceClusterIdentifier> <dbInstanceIdentifier> <dbName> <dbSnapshotIdentifier> 
 <username> <userPassword>" + 
            "Where:\n" + 
            "    dbClusterGroupName - The name of the DB cluster parameter group. \n"+ 
            "    dbParameterGroupFamily - The DB cluster parameter group family name 
 (for example, aurora-mysql5.7). \n"+ 
            "    dbInstanceClusterIdentifier - The instance cluster identifier value.
\n"+ 
            "    dbInstanceIdentifier - The database instance identifier.\n"+ 
            "    dbName  The database name.\n"+ 
            "    dbSnapshotIdentifier - The snapshot identifier.\n"+ 
            "    username - The database user name.\n" + 
            "    userPassword - The database user name password.\n" ; 

        if (args.length != 8) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String dbClusterGroupName = args[0]; 
        String dbParameterGroupFamily = args[1]; 
        String dbInstanceClusterIdentifier = args[2]; 
        String dbInstanceIdentifier = args[3]; 
        String dbName = args[4]; 
        String dbSnapshotIdentifier = args[5]; 
        String username = args[6]; 
        String userPassword = args[7]; 

        Region region = Region.US_WEST_2; 
        RdsClient rdsClient = RdsClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon Aurora example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Return a list of the available DB engines"); 
        describeDBEngines(rdsClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 

316



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

        System.out.println("2. Create a custom parameter group"); 
        createDBClusterParameterGroup(rdsClient, dbClusterGroupName, 
 dbParameterGroupFamily); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Get the parameter group"); 
        describeDbClusterParameterGroups(rdsClient, dbClusterGroupName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Get the parameters in the group"); 
        describeDbClusterParameters(rdsClient, dbClusterGroupName, 0); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Modify the auto_increment_offset parameter"); 
        modifyDBClusterParas(rdsClient, dbClusterGroupName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Display the updated parameter value"); 
        describeDbClusterParameters(rdsClient, dbClusterGroupName, -1); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Get a list of allowed engine versions"); 
        getAllowedEngines(rdsClient, dbParameterGroupFamily); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Create an Aurora DB cluster database"); 
        String arnClusterVal = createDBCluster(rdsClient, dbClusterGroupName, dbName, 
 dbInstanceClusterIdentifier, username, userPassword) ; 
        System.out.println("The ARN of the cluster is "+arnClusterVal); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. Wait for DB instance to be ready" ); 
        waitForInstanceReady(rdsClient, dbInstanceClusterIdentifier); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. Get a list of instance classes available for the 
 selected engine"); 
        String instanceClass = getListInstanceClasses(rdsClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("11. Create a database instance in the cluster."); 
        String clusterDBARN = createDBInstanceCluster(rdsClient, dbInstanceIdentifier, 
 dbInstanceClusterIdentifier, instanceClass); 
        System.out.println("The ARN of the database is "+clusterDBARN); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("12. Wait for DB instance to be ready" ); 
        waitDBInstanceReady(rdsClient, dbInstanceIdentifier); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("13. Create a snapshot"); 
        createDBClusterSnapshot(rdsClient, dbInstanceClusterIdentifier, 
 dbSnapshotIdentifier); 
        System.out.println(DASHES); 
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        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("14. Wait for DB snapshot to be ready" ); 
        waitForSnapshotReady(rdsClient, dbSnapshotIdentifier, 
 dbInstanceClusterIdentifier); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("14. Delete the DB instance" ); 
        deleteDatabaseInstance(rdsClient, dbInstanceIdentifier); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("15. Delete the DB cluster"); 
        deleteCluster(rdsClient, dbInstanceClusterIdentifier); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("16. Delete the DB cluster group"); 
        deleteDBClusterGroup(rdsClient, dbClusterGroupName, clusterDBARN); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("The Scenario has successfully completed." ); 
        System.out.println(DASHES); 
        rdsClient.close(); 
    } 

    public static void deleteDBClusterGroup( RdsClient rdsClient, String 
 dbClusterGroupName, String clusterDBARN) throws InterruptedException { 
        try { 
            boolean isDataDel = false; 
            boolean didFind; 
            String instanceARN ; 

            // Make sure that the database has been deleted. 
            while (!isDataDel) { 
                DescribeDbInstancesResponse response = rdsClient.describeDBInstances(); 
                List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances(); 
                int listSize = instanceList.size(); 
                isDataDel = false ; 
                didFind = false; 
                int index = 1; 
                for (DBInstance instance: instanceList) { 
                    instanceARN = instance.dbInstanceArn(); 
                    if (instanceARN.compareTo(clusterDBARN) == 0) { 
                        System.out.println(clusterDBARN + " still exists"); 
                        didFind = true ; 
                    } 
                    if ((index == listSize) && (!didFind)) { 
                        // Went through the entire list and did not find the database 
 ARN. 
                        isDataDel = true; 
                    } 
                    Thread.sleep(sleepTime * 1000); 
                    index ++; 
                } 
            } 

            DeleteDbClusterParameterGroupRequest clusterParameterGroupRequest = 
 DeleteDbClusterParameterGroupRequest.builder() 
                .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName) 
                .build(); 

            rdsClient.deleteDBClusterParameterGroup(clusterParameterGroupRequest); 
            System.out.println(dbClusterGroupName +" was deleted."); 
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        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteCluster(RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceClusterIdentifier) { 
        try { 
            DeleteDbClusterRequest deleteDbClusterRequest = 
 DeleteDbClusterRequest.builder() 
                .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier) 
                .skipFinalSnapshot(true) 
                .build(); 

            rdsClient.deleteDBCluster(deleteDbClusterRequest); 
            System.out.println(dbInstanceClusterIdentifier +" was deleted!"); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteDatabaseInstance( RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceIdentifier) { 
        try { 
            DeleteDbInstanceRequest deleteDbInstanceRequest = 
 DeleteDbInstanceRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .deleteAutomatedBackups(true) 
                .skipFinalSnapshot(true) 
                .build(); 

            DeleteDbInstanceResponse response = 
 rdsClient.deleteDBInstance(deleteDbInstanceRequest); 
            System.out.println("The status of the database is " + 
 response.dbInstance().dbInstanceStatus()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void waitForSnapshotReady(RdsClient rdsClient, String 
 dbSnapshotIdentifier, String dbInstanceClusterIdentifier) { 
        try { 
            boolean snapshotReady = false; 
            String snapshotReadyStr; 
            System.out.println("Waiting for the snapshot to become available."); 

            DescribeDbClusterSnapshotsRequest snapshotsRequest = 
 DescribeDbClusterSnapshotsRequest.builder() 
                .dbClusterSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier) 
                .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier) 
                .build(); 

            while (!snapshotReady) { 
                DescribeDbClusterSnapshotsResponse response = 
 rdsClient.describeDBClusterSnapshots (snapshotsRequest); 
                List<DBClusterSnapshot> snapshotList = response.dbClusterSnapshots(); 
                for (DBClusterSnapshot snapshot : snapshotList) { 
                    snapshotReadyStr = snapshot.status(); 
                    if (snapshotReadyStr.contains("available")) { 
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                        snapshotReady = true; 
                    } else { 
                        System.out.println("."); 
                        Thread.sleep(sleepTime * 5000); 
                    } 
                } 
            } 

            System.out.println("The Snapshot is available!"); 

        } catch (RdsException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createDBClusterSnapshot(RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceClusterIdentifier, String dbSnapshotIdentifier) { 
        try { 
            CreateDbClusterSnapshotRequest snapshotRequest = 
 CreateDbClusterSnapshotRequest.builder() 
                .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier) 
                .dbClusterSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier) 
                .build(); 

            CreateDbClusterSnapshotResponse response = 
 rdsClient.createDBClusterSnapshot(snapshotRequest); 
            System.out.println("The Snapshot ARN is " + 
 response.dbClusterSnapshot().dbClusterSnapshotArn()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void waitDBInstanceReady(RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceIdentifier) { 
        boolean instanceReady = false; 
        String instanceReadyStr; 
        System.out.println("Waiting for instance to become available."); 

        try { 
            DescribeDbInstancesRequest instanceRequest = 
 DescribeDbInstancesRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .build(); 

            String endpoint=""; 
            while (!instanceReady) { 
                DescribeDbInstancesResponse response = 
 rdsClient.describeDBInstances(instanceRequest); 
                List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances(); 
                for (DBInstance instance : instanceList) { 
                    instanceReadyStr = instance.dbInstanceStatus(); 
                    if (instanceReadyStr.contains("available")) { 
                        endpoint = instance.endpoint().address(); 
                        instanceReady = true; 
                    } else { 
                        System.out.print("."); 
                        Thread.sleep(sleepTime * 1000); 
                    } 
                } 
            } 
            System.out.println("Database instance is available! The connection endpoint 
 is "+ endpoint); 
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        } catch (RdsException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String createDBInstanceCluster(RdsClient rdsClient, 
                                                 String dbInstanceIdentifier, 
                                                 String dbInstanceClusterIdentifier, 
                                                 String instanceClass){ 

        try { 
            CreateDbInstanceRequest instanceRequest = CreateDbInstanceRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .dbClusterIdentifier(dbInstanceClusterIdentifier) 
                .engine("aurora-mysql") 
                .dbInstanceClass(instanceClass) 
                .build() ; 

            CreateDbInstanceResponse response = 
 rdsClient.createDBInstance(instanceRequest); 
            System.out.print("The status is " + 
 response.dbInstance().dbInstanceStatus()); 
            return response.dbInstance().dbInstanceArn(); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static String getListInstanceClasses(RdsClient rdsClient) { 
        try{ 
            DescribeOrderableDbInstanceOptionsRequest optionsRequest = 
 DescribeOrderableDbInstanceOptionsRequest.builder() 
                .engine("aurora-mysql") 
                .maxRecords(20) 
                .build(); 

            DescribeOrderableDbInstanceOptionsResponse response = 
 rdsClient.describeOrderableDBInstanceOptions(optionsRequest); 
            List<OrderableDBInstanceOption> instanceOptions = 
 response.orderableDBInstanceOptions(); 
            String instanceClass = ""; 
            for (OrderableDBInstanceOption instanceOption: instanceOptions) { 
                instanceClass = instanceOption.dbInstanceClass(); 
                System.out.println("The instance class is " 
 +instanceOption.dbInstanceClass()); 
                System.out.println("The engine version is " 
 +instanceOption.engineVersion()); 
            } 
            return instanceClass; 

        } catch (RdsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    // Waits until the database instance is available. 
    public static void waitForInstanceReady(RdsClient rdsClient, String 
 dbClusterIdentifier) { 
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        boolean instanceReady = false; 
        String instanceReadyStr; 
        System.out.println("Waiting for instance to become available."); 

        try { 
            DescribeDbClustersRequest instanceRequest = 
 DescribeDbClustersRequest.builder() 
                .dbClusterIdentifier(dbClusterIdentifier) 
                .build(); 

            while (!instanceReady) { 
                DescribeDbClustersResponse response = 
 rdsClient.describeDBClusters(instanceRequest); 
                List<DBCluster> clusterList = response.dbClusters(); 
                for (DBCluster cluster : clusterList) { 
                    instanceReadyStr = cluster.status(); 
                    if (instanceReadyStr.contains("available")) { 
                        instanceReady = true; 
                    } else { 
                        System.out.print("."); 
                        Thread.sleep(sleepTime * 1000); 
                    } 
                } 
            } 
            System.out.println("Database cluster is available!"); 

        } catch (RdsException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String createDBCluster(RdsClient rdsClient, String 
 dbParameterGroupFamily, String dbName, String dbClusterIdentifier, String userName, 
 String password) { 
        try { 
            CreateDbClusterRequest clusterRequest = CreateDbClusterRequest.builder() 
                .databaseName(dbName) 
                .dbClusterIdentifier(dbClusterIdentifier) 
                .dbClusterParameterGroupName(dbParameterGroupFamily) 
                .engine("aurora-mysql") 
                .masterUsername(userName) 
                .masterUserPassword(password) 
                .build(); 

            CreateDbClusterResponse response = 
 rdsClient.createDBCluster(clusterRequest); 
            return response.dbCluster().dbClusterArn(); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    // Get a list of allowed engine versions. 
    public static void getAllowedEngines(RdsClient rdsClient, String 
 dbParameterGroupFamily) { 
        try { 
            DescribeDbEngineVersionsRequest versionsRequest = 
 DescribeDbEngineVersionsRequest.builder() 
                .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily) 
                .engine("aurora-mysql") 
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                .build(); 

            DescribeDbEngineVersionsResponse response = 
 rdsClient.describeDBEngineVersions(versionsRequest); 
            List<DBEngineVersion> dbEngines = response.dbEngineVersions(); 
            for (DBEngineVersion dbEngine: dbEngines) { 
                System.out.println("The engine version is " +dbEngine.engineVersion()); 
                System.out.println("The engine description is " 
 +dbEngine.dbEngineDescription()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Modify the auto_increment_offset parameter. 
    public static void modifyDBClusterParas(RdsClient rdsClient, String 
 dClusterGroupName) { 
        try { 
            Parameter parameter1 = Parameter.builder() 
                .parameterName("auto_increment_offset") 
                .applyMethod("immediate") 
                .parameterValue("5") 
                .build(); 

            List<Parameter> paraList = new ArrayList<>(); 
            paraList.add(parameter1); 
            ModifyDbClusterParameterGroupRequest groupRequest = 
 ModifyDbClusterParameterGroupRequest.builder() 
                .dbClusterParameterGroupName(dClusterGroupName) 
                .parameters(paraList) 
                .build(); 

            ModifyDbClusterParameterGroupResponse response = 
 rdsClient.modifyDBClusterParameterGroup(groupRequest); 
            System.out.println("The parameter group "+ 
 response.dbClusterParameterGroupName() +" was successfully modified"); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeDbClusterParameters(RdsClient rdsClient, String 
 dbCLusterGroupName, int flag) { 
        try { 
            DescribeDbClusterParametersRequest dbParameterGroupsRequest; 
            if (flag == 0) { 
                dbParameterGroupsRequest = DescribeDbClusterParametersRequest.builder() 
                    .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName) 
                    .build(); 
            } else { 
                dbParameterGroupsRequest = DescribeDbClusterParametersRequest.builder() 
                    .dbClusterParameterGroupName(dbCLusterGroupName) 
                    .source("user") 
                    .build(); 
            } 

            DescribeDbClusterParametersResponse response = 
 rdsClient.describeDBClusterParameters(dbParameterGroupsRequest); 
            List<Parameter> dbParameters = response.parameters(); 
            String paraName; 
            for (Parameter para: dbParameters) { 
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                // Only print out information about either auto_increment_offset or 
 auto_increment_increment. 
                paraName = para.parameterName(); 
                if ( (paraName.compareTo("auto_increment_offset") ==0) || 
 (paraName.compareTo("auto_increment_increment ") ==0)) { 
                    System.out.println("*** The parameter name is  " + paraName); 
                    System.out.println("*** The parameter value is  " + 
 para.parameterValue()); 
                    System.out.println("*** The parameter data type is " + 
 para.dataType()); 
                    System.out.println("*** The parameter description is " + 
 para.description()); 
                    System.out.println("*** The parameter allowed values  is " + 
 para.allowedValues()); 
                } 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeDbClusterParameterGroups(RdsClient rdsClient, String 
 dbClusterGroupName) { 
        try { 
            DescribeDbClusterParameterGroupsRequest groupsRequest = 
 DescribeDbClusterParameterGroupsRequest.builder() 
                .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName) 
                .maxRecords(20) 
                .build(); 

            List<DBClusterParameterGroup> groups = 
 rdsClient.describeDBClusterParameterGroups(groupsRequest).dbClusterParameterGroups(); 
            for (DBClusterParameterGroup group: groups) { 
                System.out.println("The group name is 
 "+group.dbClusterParameterGroupName()); 
                System.out.println("The group ARN is 
 "+group.dbClusterParameterGroupArn()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createDBClusterParameterGroup(RdsClient rdsClient, String 
 dbClusterGroupName, String dbParameterGroupFamily) { 
        try { 
            CreateDbClusterParameterGroupRequest groupRequest = 
 CreateDbClusterParameterGroupRequest.builder() 
                .dbClusterParameterGroupName(dbClusterGroupName) 
                .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily) 
                .description("Created by using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateDbClusterParameterGroupResponse response = 
 rdsClient.createDBClusterParameterGroup(groupRequest); 
            System.out.println("The group name is "+ 
 response.dbClusterParameterGroup().dbClusterParameterGroupName()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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    } 

    public static void describeDBEngines( RdsClient rdsClient) { 
        try { 
            DescribeDbEngineVersionsRequest engineVersionsRequest = 
 DescribeDbEngineVersionsRequest.builder() 
                .engine("aurora-mysql") 
                .defaultOnly(true) 
                .maxRecords(20) 
                .build(); 

            DescribeDbEngineVersionsResponse response = 
 rdsClient.describeDBEngineVersions(engineVersionsRequest); 
            List<DBEngineVersion> engines = response.dbEngineVersions(); 

            // Get all DBEngineVersion objects. 
            for (DBEngineVersion engineOb: engines) { 
                System.out.println("The name of the DB parameter group family for the 
 database engine is "+engineOb.dbParameterGroupFamily()); 
                System.out.println("The name of the database engine 
 "+engineOb.engine()); 
                System.out.println("The version number of the database engine 
 "+engineOb.engineVersion()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            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。
• CreateDBCluster
• DB を作成ClusterParameterGroup
• DB を作成ClusterSnapshot
• CreateDBInstance
• DeleteDBCluster
• 削除済み BClusterParameterGroup
• DeleteDBInstance
• 説明BClusterParameterGroups
• 説明BClusterParameters
• 説明BClusterSnapshots
• DescribeDBClusters
• 説明BEngineVersions
• DescribeDBInstances
• DescribeOrderableDBInstanceOptions
• DB を変更ClusterParameterGroup

CloudFrontJava 2.x 用の SDK の使用例
次のコード例は、を使用して、を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示しています
CloudFront。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。
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「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

ディストリビューションを作成する

次のコード例は、CloudFrontディストリビューションを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

次の例では、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットをコンテンツオリジンとして使
用します。

ディストリビューションを作成すると、コードは () を作成し、CloudFrontWaiterディストリビュー
ションがデプロイされるまで待ってからディストリビューションを返します。

.

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.core.internal.waiters.ResponseOrException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.CloudFrontClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.CreateDistributionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.Distribution;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.GetDistributionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.ItemSelection;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.Method;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.ViewerProtocolPolicy;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.waiters.CloudFrontWaiter;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;

import java.time.Instant;

public class CreateDistribution { 

    private static final Logger logger = 
 LoggerFactory.getLogger(CreateDistribution.class); 

    public static Distribution createDistribution(CloudFrontClient cloudFrontClient, 
 S3Client s3Client, 
                                                  final String bucketName, final String 
 keyGroupId, final String originAccessControlId) { 

        final String region = s3Client.headBucket(b -> 
 b.bucket(bucketName)).sdkHttpResponse().headers().get("x-amz-bucket-region").get(0); 
        final String originDomain = bucketName + ".s3." + region + ".amazonaws.com"; 
        String originId = originDomain; // Use the originDomain value for the originId. 

326

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/cloudfront#readme
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        // The service API requires some deprecated methods, such as 
 DefaultCacheBehavior.Builder#minTTL and #forwardedValue. 
        CreateDistributionResponse createDistResponse = 
 cloudFrontClient.createDistribution(builder -> builder 
                .distributionConfig(b1 -> b1 
                        .origins(b2 -> b2 
                                .quantity(1) 
                                .items(b3 -> b3 
                                        .domainName(originDomain) 
                                        .id(originId) 
                                        .s3OriginConfig(builder4 -> 
 builder4.originAccessIdentity("")) 
                                        .originAccessControlId(originAccessControlId))) 
                        .defaultCacheBehavior(b2 -> b2 
                                .viewerProtocolPolicy(ViewerProtocolPolicy.ALLOW_ALL) 
                                .targetOriginId(originId) 
                                .minTTL(200L) 
                                .forwardedValues(b5 -> b5 
                                        .cookies(cp -> cp 
                                                .forward(ItemSelection.NONE)) 
                                        .queryString(true)) 
                                .trustedKeyGroups(b3 -> b3 
                                        .quantity(1) 
                                        .items(keyGroupId) 
                                        .enabled(true)) 
                                .allowedMethods(b4 -> b4 
                                        .quantity(2) 
                                        .items(Method.HEAD, Method.GET) 
                                        .cachedMethods(b5 -> b5 
                                                .quantity(2) 
                                                .items(Method.HEAD, Method.GET)))) 
                        .cacheBehaviors(b -> b 
                                .quantity(1) 
                                .items(b2 -> b2 
                                        .pathPattern("/index.html") 
                                        
 .viewerProtocolPolicy(ViewerProtocolPolicy.ALLOW_ALL) 
                                        .targetOriginId(originId) 
                                        .trustedKeyGroups(b3 -> b3 
                                                .quantity(1) 
                                                .items(keyGroupId) 
                                                .enabled(true)) 
                                        .minTTL(200L) 
                                        .forwardedValues(b4 -> b4 
                                                .cookies(cp -> cp 
                                                        .forward(ItemSelection.NONE)) 
                                                .queryString(true)) 
                                        .allowedMethods(b5 -> b5. 
                                                quantity(2). 
                                                items(Method.HEAD, Method.GET) 
                                                .cachedMethods(b6 -> b6 
                                                        .quantity(2) 
                                                        .items(Method.HEAD, 
 Method.GET))))) 
                        .enabled(true) 
                        .comment("Distribution built with java") 
                        .callerReference(Instant.now().toString()) 
                )); 

        final Distribution distribution = createDistResponse.distribution(); 
        logger.info("Distribution created. DomainName: [{}]  Id: [{}]", 
 distribution.domainName(), distribution.id()); 
        logger.info("Waiting for distribution to be deployed ..."); 
        try (CloudFrontWaiter cfWaiter = 
 CloudFrontWaiter.builder().client(cloudFrontClient).build()) { 
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            ResponseOrException<GetDistributionResponse> responseOrException = 
                    cfWaiter.waitUntilDistributionDeployed(builder -> 
 builder.id(distribution.id())).matched(); 
            responseOrException.response().orElseThrow(() -> new 
 RuntimeException("Distribution not created")); 
            logger.info("Distribution deployed. DomainName: [{}]  Id: [{}]", 
 distribution.domainName(), distribution.id()); 
        } 
        return distribution; 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateDistributionリファレンスのを参照してく
ださい。

関数の作成

次のコード例は、AmazonCloudFront 関数を作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createNewFunction(CloudFrontClient cloudFrontClient, String 
 functionName, String filePath) { 

        try { 

            InputStream fileIs = 
 CreateFunction.class.getClassLoader().getResourceAsStream(filePath); 
            SdkBytes functionCode = SdkBytes.fromInputStream(fileIs); 

            FunctionConfig config = FunctionConfig.builder() 
                .comment("Created by using the CloudFront Java API") 
                .runtime(FunctionRuntime.CLOUDFRONT_JS_1_0) 
                .build(); 

            CreateFunctionRequest functionRequest = CreateFunctionRequest.builder() 
                .name(functionName) 
                .functionCode(functionCode) 
                .functionConfig(config) 
                .build(); 

            CreateFunctionResponse response = 
 cloudFrontClient.createFunction(functionRequest); 
            return response.functionSummary().functionMetadata().functionARN(); 

        } catch (CloudFrontException e){ 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateFunctionリファレンスのを参照してくださ
い。
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キーグループの作成

次のコード例は、署名付き URL と署名付き Cookie で使用できるキーグループを作成する方法を示してい
ます。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

キーグループには、署名された URL または Cookie の検証に使用される公開鍵が少なくとも 1 つ必要
です。

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.CloudFrontClient;

import java.util.UUID;

public class CreateKeyGroup { 
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(CreateKeyGroup.class); 

    public static String createKeyGroup(CloudFrontClient cloudFrontClient, String 
 publicKeyId) { 
        String keyGroupId = cloudFrontClient.createKeyGroup(b -> b. 
                        keyGroupConfig(c -> c 
                                .items(publicKeyId) 
                                .name("JavaKeyGroup"+ UUID.randomUUID()))) 
                .keyGroup().id(); 
        logger.info("KeyGroup created with ID: [{}]", keyGroupId); 
        return keyGroupId; 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateKeyGroupリファレンスのを参照してくだ
さい。

ディストリビューションを削除する

次のコード例は、CloudFrontディストリビューションを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

次のコード例では、ディストリビューションを無効化に更新し、ウェイターを使用して変更がデプロ
イされるのを待ってから、ディストリビューションを削除します。

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.core.internal.waiters.ResponseOrException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.CloudFrontClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.DeleteDistributionResponse;
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import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.DistributionConfig;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.GetDistributionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.waiters.CloudFrontWaiter;

public class DeleteDistribution { 
    private static final Logger logger = 
 LoggerFactory.getLogger(DeleteDistribution.class); 

    public static void deleteDistribution(final CloudFrontClient cloudFrontClient, 
 final String distributionId) { 
        // First, disable the distribution by updating it. 
        GetDistributionResponse response = cloudFrontClient. 
                getDistribution(b -> b 
                        .id(distributionId)); 
        String etag = response.eTag(); 
        DistributionConfig distConfig = response.distribution().distributionConfig(); 

        cloudFrontClient.updateDistribution(builder -> builder 
                .id(distributionId) 
                .distributionConfig(builder1 -> builder1 
                        .cacheBehaviors(distConfig.cacheBehaviors()) 
                        .defaultCacheBehavior(distConfig.defaultCacheBehavior()) 
                        .enabled(false) 
                        .origins(distConfig.origins()) 
                        .comment(distConfig.comment()) 
                        .callerReference(distConfig.callerReference()) 
                        .defaultCacheBehavior(distConfig.defaultCacheBehavior()) 
                        .priceClass(distConfig.priceClass()) 
                        .aliases(distConfig.aliases()) 
                        .logging(distConfig.logging()) 
                        .defaultRootObject(distConfig.defaultRootObject()) 
                        .customErrorResponses(distConfig.customErrorResponses()) 
                        .httpVersion(distConfig.httpVersion()) 
                        .isIPV6Enabled(distConfig.isIPV6Enabled()) 
                        .restrictions(distConfig.restrictions()) 
                        .viewerCertificate(distConfig.viewerCertificate()) 
                        .webACLId(distConfig.webACLId()) 
                        .originGroups(distConfig.originGroups())) 
                .ifMatch(etag)); 

        logger.info("Distribution [{}] is DISABLED, waiting for deployment before 
 deleting ...", distributionId); 
        GetDistributionResponse distributionResponse; 
        try (CloudFrontWaiter cfWaiter = 
 CloudFrontWaiter.builder().client(cloudFrontClient).build()) { 
            ResponseOrException<GetDistributionResponse> responseOrException = 
                    cfWaiter.waitUntilDistributionDeployed(builder -> 
 builder.id(distributionId)).matched(); 
            distributionResponse = responseOrException.response().orElseThrow(() -> new 
 RuntimeException("Could not disable distribution")); 
        } 

        DeleteDistributionResponse deleteDistributionResponse = 
 cloudFrontClient.deleteDistribution(builder -> builder 
                .id(distributionId) 
                .ifMatch(distributionResponse.eTag())); 
        if ( deleteDistributionResponse.sdkHttpResponse().isSuccessful() ){ 
            logger.info("Distribution [{}] DELETED", distributionId); 
        } 
    }
}

• 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。

330



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

• DeleteDistribution
• UpdateDistribution

署名リソースを削除する

次のコード例は、Amazon Simple Simple Simple Simple SSimple Storage Service (Amazon S3) で制限コ
ンテンツにアクセスするためのリソースを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.CloudFrontClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.DeleteKeyGroupResponse;
import 
 software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.DeleteOriginAccessControlResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.DeletePublicKeyResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.GetKeyGroupResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.GetOriginAccessControlResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.GetPublicKeyResponse;

public class DeleteSigningResources { 
    private static final Logger logger = 
 LoggerFactory.getLogger(DeleteSigningResources.class); 

    public static void deleteOriginAccessControl(final CloudFrontClient 
 cloudFrontClient, final String originAccessControlId){ 
        GetOriginAccessControlResponse getResponse = 
 cloudFrontClient.getOriginAccessControl(b -> b.id(originAccessControlId)); 
        DeleteOriginAccessControlResponse deleteResponse = 
 cloudFrontClient.deleteOriginAccessControl(builder -> builder 
                .id(originAccessControlId) 
                .ifMatch(getResponse.eTag())); 
        if ( deleteResponse.sdkHttpResponse().isSuccessful() ){ 
            logger.info("Successfully deleted Origin Access Control [{}]", 
 originAccessControlId); 
        } 
    } 

    public static void deleteKeyGroup(final CloudFrontClient cloudFrontClient, final 
 String keyGroupId){ 

        GetKeyGroupResponse getResponse = cloudFrontClient.getKeyGroup(b -> 
 b.id(keyGroupId)); 
        DeleteKeyGroupResponse deleteResponse = cloudFrontClient.deleteKeyGroup(builder 
 -> builder 
                .id(keyGroupId) 
                .ifMatch(getResponse.eTag())); 
        if ( deleteResponse.sdkHttpResponse().isSuccessful() ){ 
            logger.info("Successfully deleted Key Group [{}]", keyGroupId); 
        } 
    } 

    public static void deletePublicKey(final CloudFrontClient cloudFrontClient, final 
 String publicKeyId){ 
        GetPublicKeyResponse getResponse = cloudFrontClient.getPublicKey(b -> 
 b.id(publicKeyId)); 
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        DeletePublicKeyResponse deleteResponse = 
 cloudFrontClient.deletePublicKey(builder -> builder 
                .id(publicKeyId) 
                .ifMatch(getResponse.eTag())); 

        if (deleteResponse.sdkHttpResponse().isSuccessful()){ 
            logger.info("Successfully deleted Public Key [{}]", publicKeyId); 
        } 
    }
}

• 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。
• DeleteKeyGroup
• DeleteOriginAccessControl
• DeletePublicKey

ディストリビューションを更新する

次のコード例は、AmazonCloudFront ディストリビューションを更新する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void modDistribution(CloudFrontClient cloudFrontClient, String idVal) 
 { 

        try { 
            // Get the Distribution to modify. 
            GetDistributionRequest disRequest = GetDistributionRequest.builder() 
                 .id(idVal) 
                 .build(); 

            GetDistributionResponse response = 
 cloudFrontClient.getDistribution(disRequest); 
            Distribution disObject = response.distribution(); 
            DistributionConfig config = disObject.distributionConfig(); 

            // Create a new  DistributionConfig object and add new values to comment 
 and aliases 
            DistributionConfig config1 = DistributionConfig.builder() 
                .aliases(config.aliases()) // You can pass in new values here 
                .comment("New Comment") 
                .cacheBehaviors(config.cacheBehaviors()) 
                .priceClass(config.priceClass()) 
                .defaultCacheBehavior(config.defaultCacheBehavior()) 
                .enabled(config.enabled()) 
                .callerReference(config.callerReference()) 
                .logging(config.logging()) 
                .originGroups(config.originGroups()) 
                .origins(config.origins()) 
                .restrictions(config.restrictions()) 
                .defaultRootObject(config.defaultRootObject()) 
                .webACLId(config.webACLId()) 
                .httpVersion(config.httpVersion()) 
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                .viewerCertificate(config.viewerCertificate()) 
                .customErrorResponses(config.customErrorResponses()) 
                .build(); 

            UpdateDistributionRequest updateDistributionRequest = 
 UpdateDistributionRequest.builder() 
                .distributionConfig(config1) 
                .id(disObject.id()) 
                .ifMatch(response.eTag()) 
                .build(); 

            cloudFrontClient.updateDistribution(updateDistributionRequest); 

        } catch (CloudFrontException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UpdateDistributionリファレンスのを参照してく
ださい。

パブリックキーをアップロードする

次のコード例は、公開する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

次のコード例では、公開鍵を読み込んで AmazonCloudFront にアップロードします。

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.CloudFrontClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.CreatePublicKeyResponse;
import software.amazon.awssdk.utils.IoUtils;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.UUID;

public class CreatePublicKey { 
    private static final Logger logger = 
 LoggerFactory.getLogger(CreatePublicKey.class); 

    public static String createPublicKey(CloudFrontClient cloudFrontClient, String 
 publicKeyFileName) { 
        try (InputStream is = 
 CreatePublicKey.class.getClassLoader().getResourceAsStream(publicKeyFileName)) { 
            String publicKeyString = IoUtils.toUtf8String(is); 
            CreatePublicKeyResponse createPublicKeyResponse = 
 cloudFrontClient.createPublicKey(b -> b. 
                    publicKeyConfig(c -> c 
                            .name("JavaCreatedPublicKey" + UUID.randomUUID()) 
                            .encodedKey(publicKeyString) 
                            .callerReference(UUID.randomUUID().toString()))); 
            String createdPublicKeyId = createPublicKeyResponse.publicKey().id(); 
            logger.info("Public key created with id: [{}]", createdPublicKeyId); 
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            return createdPublicKeyId; 

        } catch (IOException e) { 
            throw new RuntimeException(e); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreatePublicKeyリファレンスのを参照してくだ
さい。

シナリオ

URL とクッキーに署名

次のコード例は、制限付きリソースへのアクセスを許可する署名付き URL と Cookie を作成する方法を示
しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

CannedSignerRequestクラスを使用して、定型ポリシーで URL または Cookie に署名します。

import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.CannedSignerRequest;

import java.net.URL;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.Instant;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

public class CreateCannedPolicyRequest { 

    public static CannedSignerRequest createRequestForCannedPolicy(String 
 distributionDomainName, String fileNameToUpload, 
                                                                   String 
 privateKeyFullPath, String publicKeyId) throws Exception{ 
        String protocol = "https"; 
        String resourcePath = "/" + fileNameToUpload; 

        String cloudFrontUrl = new URL(protocol, distributionDomainName, 
 resourcePath).toString(); 
        Instant expirationDate = Instant.now().plus(7, ChronoUnit.DAYS); 
        Path path = Paths.get(privateKeyFullPath); 

        return CannedSignerRequest.builder() 
                .resourceUrl(cloudFrontUrl) 
                .privateKey(path) 
                .keyPairId(publicKeyId) 
                .expirationDate(expirationDate) 
                .build(); 
    }
}

CustomSignerRequestクラスを使用して、カスタムポリシーで URL または Cookie に署名しま
す。activeDateipRangeおよびはオプションのメソッドです。
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import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.CustomSignerRequest;

import java.net.URL;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.Instant;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

public class CreateCustomPolicyRequest { 

    public static CustomSignerRequest createRequestForCustomPolicy(String 
 distributionDomainName, String fileNameToUpload, 
                                                                   String 
 privateKeyFullPath, String publicKeyId) throws Exception { 
        String protocol = "https"; 
        String resourcePath = "/" + fileNameToUpload; 

        String cloudFrontUrl = new URL(protocol, distributionDomainName, 
 resourcePath).toString(); 
        Instant expireDate = Instant.now().plus(7, ChronoUnit.DAYS); 
        // URL will be accessible tomorrow using the signed URL. 
        Instant activeDate = Instant.now().plus(1, ChronoUnit.DAYS); 
        Path path = Paths.get(privateKeyFullPath); 

        return CustomSignerRequest.builder() 
                .resourceUrl(cloudFrontUrl) 
                .privateKey(path) 
                .keyPairId(publicKeyId) 
                .expirationDate(expireDate) 
                .activeDate(activeDate)      // Optional. 
                //.ipRange("192.168.0.1/24") // Optional. 
                .build(); 
    }
}

次の例は、CloudFrontUtilitiesクラスを使用して署名付き Cookie と URL を生成する方法を示していま
す。このコード例については、を参照してくださいGitHub。

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.CloudFrontUtilities;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.cookie.CookiesForCannedPolicy;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.cookie.CookiesForCustomPolicy;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.CannedSignerRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.model.CustomSignerRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cloudfront.url.SignedUrl;

public class SigningUtilities { 
    private static final Logger logger = 
 LoggerFactory.getLogger(SigningUtilities.class); 
    private static final CloudFrontUtilities cloudFrontUtilities = 
 CloudFrontUtilities.create(); 

    public static SignedUrl signUrlForCannedPolicy(CannedSignerRequest 
 cannedSignerRequest){ 
        SignedUrl signedUrl = 
 cloudFrontUtilities.getSignedUrlWithCannedPolicy(cannedSignerRequest); 
        logger.info("Signed URL: [{}]", signedUrl.url()); 
        return signedUrl; 
    } 

    public static SignedUrl signUrlForCustomPolicy(CustomSignerRequest 
 customSignerRequest){ 
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        SignedUrl signedUrl = 
 cloudFrontUtilities.getSignedUrlWithCustomPolicy(customSignerRequest); 
        logger.info("Signed URL: [{}]", signedUrl.url()); 
        return signedUrl; 
    } 

    public static CookiesForCannedPolicy getCookiesForCannedPolicy(CannedSignerRequest 
 cannedSignerRequest){ 
        CookiesForCannedPolicy cookiesForCannedPolicy = 
 cloudFrontUtilities.getCookiesForCannedPolicy(cannedSignerRequest); 
        logger.info("Cookie EXPIRES header [{}]", 
 cookiesForCannedPolicy.expiresHeaderValue()); 
        logger.info("Cookie KEYPAIR header [{}]", 
 cookiesForCannedPolicy.keyPairIdHeaderValue()); 
        logger.info("Cookie SIGNATURE header [{}]", 
 cookiesForCannedPolicy.signatureHeaderValue()); 
        return cookiesForCannedPolicy; 
    } 

    public static CookiesForCustomPolicy getCookiesForCustomPolicy(CustomSignerRequest 
 customSignerRequest) { 
        CookiesForCustomPolicy cookiesForCustomPolicy = 
 cloudFrontUtilities.getCookiesForCustomPolicy(customSignerRequest); 
        logger.info("Cookie POLICY header [{}]", 
 cookiesForCustomPolicy.policyHeaderValue()); 
        logger.info("Cookie KEYPAIR header [{}]", 
 cookiesForCustomPolicy.keyPairIdHeaderValue()); 
        logger.info("Cookie SIGNATURE header [{}]", 
 cookiesForCustomPolicy.signatureHeaderValue()); 
        return cookiesForCustomPolicy; 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CloudFrontUtilitiesリファレンスのを参照してく
ださい。

CloudWatchJava 2.x 用の SDK の使用例
次のコード例は、を使用して、を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示しています
CloudWatch。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

開始方法

Hello CloudWatch

次のコード例は、CloudWatch の使用を開始する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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/** 
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 */
public class HelloService { 

    public static void main(String[] args) { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "  <namespace> \n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "  namespace - The namespace to filter against (for example, AWS/EC2). 
 \n" ; 

        if (args.length != 1) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String namespace = args[0]; 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        CloudWatchClient cw = CloudWatchClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        listMets(cw, namespace); 
        cw.close(); 
    } 

    public static void listMets( CloudWatchClient cw, String namespace) { 
        try { 
            ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                .namespace(namespace) 
                .build(); 

            ListMetricsIterable listRes = cw.listMetricsPaginator(request); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.metrics().stream()) 
                .forEach(metrics -> System.out.println(" Retrieved metric is: " + 
 metrics.metricName())); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListMetricsリファレンスのを参照してください。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)
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アクション
ダッシュボードを作成する

次のコード例は、AmazonCloudWatch ダッシュボードを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createDashboardWithMetrics(CloudWatchClient cw, String 
 dashboardName, String fileName) { 
        try { 
            PutDashboardRequest dashboardRequest = PutDashboardRequest.builder() 
                .dashboardName(dashboardName) 
                .dashboardBody(readFileAsString(fileName)) 
                .build(); 

            PutDashboardResponse response = cw.putDashboard(dashboardRequest); 
            System.out.println(dashboardName +" was successfully created."); 
            List<DashboardValidationMessage> messages = 
 response.dashboardValidationMessages(); 
            if (messages.isEmpty()) { 
                System.out.println("There are no messages in the new Dashboard"); 
            } else { 
                for (DashboardValidationMessage message : messages) { 
                    System.out.println("Message is: " + message.message()); 
                } 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutDashboardリファレンスのを参照してくださ
い。

メトリクスアラームを作成する

次のコード例は、AmazonCloudWatch アラームを作成または更新し、指定したメトリクス、メトリクスの
数式、異常検出モデル、または Metrics Insights クエリに関連付ける方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
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            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
            String alarmName = rootNode.findValue("exampleAlarmName").asText(); 
            String emailTopic = rootNode.findValue("emailTopic").asText(); 
            String accountId = rootNode.findValue("accountId").asText(); 
            String region = rootNode.findValue("region").asText(); 

            // Create a List for alarm actions. 
            List<String> alarmActions = new ArrayList<>(); 
            alarmActions.add("arn:aws:sns:"+region+":"+accountId+":"+emailTopic); 
            PutMetricAlarmRequest alarmRequest = PutMetricAlarmRequest.builder() 
                .alarmActions(alarmActions) 
                .alarmDescription("Example metric alarm") 
                .alarmName(alarmName) 
                
 .comparisonOperator(ComparisonOperator.GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO_THRESHOLD) 
                .threshold(100.00) 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .evaluationPeriods(1) 
                .period(10) 
                .statistic("Maximum") 
                .datapointsToAlarm(1) 
                .treatMissingData("ignore") 
                .build(); 

            cw.putMetricAlarm(alarmRequest); 
            System.out.println(alarmName +" was successfully created!"); 
            return alarmName; 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutMetricAlarmリファレンスのを参照してくださ
い。

異常ディテクターを作成する

次のコード例は、AmazonCloudWatch 異常検出を作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void addAnomalyDetector(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

339

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/monitoring-2010-08-01/PutMetricAlarm
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/cloudwatch#readme


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

            SingleMetricAnomalyDetector singleMetricAnomalyDetector = 
 SingleMetricAnomalyDetector.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .stat("Maximum") 
                .build(); 

            PutAnomalyDetectorRequest anomalyDetectorRequest = 
 PutAnomalyDetectorRequest.builder() 
                .singleMetricAnomalyDetector(singleMetricAnomalyDetector) 
                .build(); 

            cw.putAnomalyDetector(anomalyDetectorRequest); 
            System.out.println("Added anomaly detector for metric "+customMetricName
+"."); 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutAnomalyDetectorリファレンスのを参照して
ください。

アラームの削除

次のコード例は、AmazonCloudWatch アラームを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteCWAlarm(CloudWatchClient cw, String alarmName) { 

        try { 
            DeleteAlarmsRequest request = DeleteAlarmsRequest.builder() 
                .alarmNames(alarmName) 
                .build(); 

            cw.deleteAlarms(request); 
            System.out.printf("Successfully deleted alarm %s", alarmName); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteAlarmsリファレンスのを参照してくださ
い。

異常検知器を削除する

次のコード例は、AmazonCloudWatch 異常検出を削除する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteAnomalyDetector(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            SingleMetricAnomalyDetector singleMetricAnomalyDetector = 
 SingleMetricAnomalyDetector.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .stat("Maximum") 
                .build(); 

            DeleteAnomalyDetectorRequest request = 
 DeleteAnomalyDetectorRequest.builder() 
                .singleMetricAnomalyDetector(singleMetricAnomalyDetector) 
                .build(); 

            cw.deleteAnomalyDetector(request); 
            System.out.println("Successfully deleted the Anomaly Detector."); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteAnomalyDetectorリファレンスのを参照し
てください。

ダッシュボードを削除する

次のコード例は、AmazonCloudWatch ダッシュボードを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteDashboard(CloudWatchClient cw, String dashboardName) { 
        try { 
            DeleteDashboardsRequest dashboardsRequest = 
 DeleteDashboardsRequest.builder() 
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                .dashboardNames(dashboardName) 
                .build(); 
            cw.deleteDashboards(dashboardsRequest); 
            System.out.println(dashboardName + " was successfully deleted."); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteDashboardsリファレンスのを参照してく
ださい。

アラーム利益の詳細を表示する

次のコード例は、AmazonCloudWatch アラーム履歴の表示方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getAlarmHistory(CloudWatchClient cw, String fileName, String 
 date) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String alarmName = rootNode.findValue("exampleAlarmName").asText(); 

            Instant start = Instant.parse(date); 
            Instant endDate = Instant.now(); 
            DescribeAlarmHistoryRequest historyRequest = 
 DescribeAlarmHistoryRequest.builder() 
                .startDate(start) 
                .endDate(endDate) 
                .alarmName(alarmName) 
                .historyItemType(HistoryItemType.ACTION) 
                .build(); 

            DescribeAlarmHistoryResponse response = 
 cw.describeAlarmHistory(historyRequest); 
            List<AlarmHistoryItem>historyItems = response.alarmHistoryItems(); 
            if (historyItems.isEmpty()) { 
                System.out.println("No alarm history data found for "+alarmName +"."); 
            } else { 
                for (AlarmHistoryItem item: historyItems) { 
                    System.out.println("History summary: "+item.historySummary()); 
                    System.out.println("Time stamp: "+item.timestamp()); 
                } 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException 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.xAPI DescribeAlarmHistoryリファレンスのを参照して
ください。

アラームの記述

次のコード例は、AmazonCloudWatch アラームの記述方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeAlarms(CloudWatchClient cw) { 
        try { 
            List<AlarmType> typeList = new ArrayList<>(); 
            typeList.add(AlarmType.METRIC_ALARM); 

            DescribeAlarmsRequest alarmsRequest = DescribeAlarmsRequest.builder() 
                .alarmTypes(typeList) 
                .maxRecords(10) 
                .build(); 

            DescribeAlarmsResponse response = cw.describeAlarms(alarmsRequest); 
            List<MetricAlarm> alarmList = response.metricAlarms(); 
            for (MetricAlarm alarm: alarmList) { 
                System.out.println("Alarm name: " + alarm.alarmName()); 
                System.out.println("Alarm description: " + alarm.alarmDescription()); 
            } 
        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeAlarmsリファレンスのを参照してくだ
さい。

メトリクス用アラームの詳細を表示する

次のコード例は、メトリクスの AmazonCloudWatch アラームの記述方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void checkForMetricAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
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            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
            boolean hasAlarm = false; 
            int retries = 10; 

            DescribeAlarmsForMetricRequest metricRequest = 
 DescribeAlarmsForMetricRequest.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 

            while (!hasAlarm && retries > 0) { 
                DescribeAlarmsForMetricResponse response = 
 cw.describeAlarmsForMetric(metricRequest); 
                hasAlarm = response.hasMetricAlarms(); 
                retries--; 
                Thread.sleep(20000); 
                System.out.println("."); 
            } 
            if (!hasAlarm) 
                System.out.println("No Alarm state found for "+ customMetricName +" 
 after 10 retries."); 
            else 
               System.out.println("Alarm state found for "+ customMetricName +"."); 

        } catch (CloudWatchException | IOException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeAlarmsForMetricリファレンスのを参照
してください。

異常検出器を記述する

次のコード例は、AmazonCloudWatch 異常検出器を記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeAnomalyDetectors(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
            DescribeAnomalyDetectorsRequest detectorsRequest = 
 DescribeAnomalyDetectorsRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 
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            DescribeAnomalyDetectorsResponse response = 
 cw.describeAnomalyDetectors(detectorsRequest) ; 
            List<AnomalyDetector> anomalyDetectorList = response.anomalyDetectors(); 
            for (AnomalyDetector detector: anomalyDetectorList) { 
                System.out.println("Metric name: 
 "+detector.singleMetricAnomalyDetector().metricName()); 
                System.out.println("State: "+detector.stateValue()); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeAnomalyDetectorsリファレンスのを参
照してください。

アラームアクションの無効化

次のコード例は、AmazonCloudWatch アラームアクションを無効にする方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void disableActions(CloudWatchClient cw, String alarmName) { 

        try { 
            DisableAlarmActionsRequest request = DisableAlarmActionsRequest.builder() 
                .alarmNames(alarmName) 
                .build(); 

            cw.disableAlarmActions(request); 
            System.out.printf("Successfully disabled actions on alarm %s", alarmName); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DisableAlarmActionsリファレンスのを参照して
ください。

アラームアクションの有効化

次のコード例は、AmazonCloudWatch アラームアクションを有効にする方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void enableActions(CloudWatchClient cw, String alarm) { 

        try { 
            EnableAlarmActionsRequest request = EnableAlarmActionsRequest.builder() 
                .alarmNames(alarm) 
                .build(); 

            cw.enableAlarmActions(request); 
            System.out.printf("Successfully enabled actions on alarm %s", alarm); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
   }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI EnableAlarmActionsリファレンスのを参照して
ください。

メトリクスデータイメージを取得する

次のコード例は、AmazonCloudWatch メトリクスデータイメージを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getAndOpenMetricImage(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        System.out.println("Getting Image data for custom metric."); 
        try { 
              String myJSON = "{\n" + 
                "  \"title\": \"Example Metric Graph\",\n" + 
                "  \"view\": \"timeSeries\",\n" + 
                "  \"stacked \": false,\n" + 
                "  \"period\": 10,\n" + 
                "  \"width\": 1400,\n" + 
                "  \"height\": 600,\n" + 
                "  \"metrics\": [\n" + 
                "    [\n" + 
                "      \"AWS/Billing\",\n" + 
                "      \"EstimatedCharges\",\n" + 
                "      \"Currency\",\n" + 
                "      \"USD\"\n" + 
                "    ]\n" + 
                "  ]\n" + 
                "}"; 

            GetMetricWidgetImageRequest imageRequest = 
 GetMetricWidgetImageRequest.builder() 
                .metricWidget(myJSON) 
                .build(); 

            GetMetricWidgetImageResponse response = 
 cw.getMetricWidgetImage(imageRequest); 
            SdkBytes sdkBytes = response.metricWidgetImage(); 
            byte[] bytes = sdkBytes.asByteArray(); 
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            File outputFile = new File(fileName); 
            try (FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(outputFile)) { 
                outputStream.write(bytes); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetMetricWidgetImageリファレンスのを参照し
てください。

メトリクスデータを取得する

次のコード例は、AmazonCloudWatch メトリクスデータを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getCustomMetricData(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            // Set the date. 
            Instant nowDate = Instant.now(); 

            long hours = 1; 
            long minutes = 30; 
            Instant date2 = nowDate.plus(hours, ChronoUnit.HOURS).plus(minutes, 
                ChronoUnit.MINUTES); 

            Metric met = Metric.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 

            MetricStat metStat = MetricStat.builder() 
                .stat("Maximum") 
                .period(1) 
                .metric(met) 
                .build(); 

            MetricDataQuery dataQUery = MetricDataQuery.builder() 
                .metricStat(metStat) 
                .id("foo2") 
                .returnData(true) 
                .build(); 

            List<MetricDataQuery> dq = new ArrayList<>(); 
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            dq.add(dataQUery); 

            GetMetricDataRequest getMetReq = GetMetricDataRequest.builder() 
                .maxDatapoints(10) 
                .scanBy(ScanBy.TIMESTAMP_DESCENDING) 
                .startTime(nowDate) 
                .endTime(date2) 
                .metricDataQueries(dq) 
                .build(); 

            GetMetricDataResponse response = cw.getMetricData(getMetReq); 
            List<MetricDataResult> data = response.metricDataResults(); 
            for (MetricDataResult item : data) { 
                System.out.println("The label is " + item.label()); 
                System.out.println("The status code is " + 
 item.statusCode().toString()); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetMetricDataリファレンスのを参照してくださ
い。

メトリクスの統計情報を取得する

次のコード例は、AmazonCloudWatch メトリクスの統計情報を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getAndDisplayMetricStatistics( CloudWatchClient cw, String 
 nameSpace, String metVal, String metricOption, String date, Dimension myDimension) { 
        try { 
            Instant start = Instant.parse(date); 
            Instant endDate = Instant.now(); 

            GetMetricStatisticsRequest statisticsRequest = 
 GetMetricStatisticsRequest.builder() 
                .endTime(endDate) 
                .startTime(start) 
                .dimensions(myDimension) 
                .metricName(metVal) 
                .namespace(nameSpace) 
                .period(86400) 
                .statistics(Statistic.fromValue(metricOption)) 
                .build(); 

            GetMetricStatisticsResponse response = 
 cw.getMetricStatistics(statisticsRequest); 
            List<Datapoint> data = response.datapoints(); 
            if (!data.isEmpty()) { 
                for (Datapoint datapoint: data) { 
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                    System.out.println("Timestamp: " + datapoint.timestamp() + " 
 Maximum value: " + datapoint.maximum()); 
                } 
            } else { 
                System.out.println("The returned data list is empty"); 
            } 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetMetricStatisticsリファレンスのを参照してく
ださい。

ダッシュボードを一覧表示する

次のコード例は、AmazonCloudWatch ダッシュボードを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listDashboards(CloudWatchClient cw) { 
        try { 
            ListDashboardsIterable listRes = cw.listDashboardsPaginator(); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.dashboardEntries().stream()) 
                .forEach(entry ->{ 
                    System.out.println("Dashboard name is: " + entry.dashboardName()); 
                    System.out.println("Dashboard ARN is: " + entry.dashboardArn()); 
                }); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListDashboardsリファレンスのを参照してくだ
さい。

メトリクスを一覧表示する

次のコード例は、AmazonCloudWatch メトリクスのメタデータを一覧表示する方法を示しています。指標
のデータを取得するには、GetMetricDataGetMetricStatisticsまたはアクションを使用します。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void listMets( CloudWatchClient cw, String namespace) { 

        boolean done = false; 
        String nextToken = null; 

        try { 
            while(!done) { 

                ListMetricsResponse response; 
                if (nextToken == null) { 
                    ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                        .namespace(namespace) 
                        .build(); 

                    response = cw.listMetrics(request); 
                } else { 
                    ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                        .namespace(namespace) 
                        .nextToken(nextToken) 
                        .build(); 

                    response = cw.listMetrics(request); 
                } 

            for (Metric metric : response.metrics()) { 
                System.out.printf("Retrieved metric %s", metric.metricName()); 
                System.out.println(); 
            } 

            if(response.nextToken() == null) { 
                done = true; 
            } else { 
                nextToken = response.nextToken(); 
            } 
        } 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListMetricsリファレンスのを参照してください。

メトリクスにデータを配置する

次のコード例は、Amazon にメトリクスデータポイントを発行する方法を示していますCloudWatch。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void addMetricDataForAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
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            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            // Set an Instant object. 
            String time = 
 ZonedDateTime.now( ZoneOffset.UTC ).format( DateTimeFormatter.ISO_INSTANT ); 
            Instant instant = Instant.parse(time); 

            MetricDatum datum = MetricDatum.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .unit(StandardUnit.NONE) 
                .value(1001.00) 
                .timestamp(instant) 
                .build(); 

            MetricDatum datum2 = MetricDatum.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .unit(StandardUnit.NONE) 
                .value(1002.00) 
                .timestamp(instant) 
                .build(); 

            List<MetricDatum> metricDataList = new ArrayList<>(); 
            metricDataList.add(datum); 
            metricDataList.add(datum2); 

            PutMetricDataRequest request = PutMetricDataRequest.builder() 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .metricData(metricDataList) 
                .build(); 

            cw.putMetricData(request); 
            System.out.println("Added metric values for for metric " 
 +customMetricName); 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutMetricDataリファレンスのを参照してくださ
い。

シナリオ

メトリクス、ダッシュボード、およびアラームの使用を開始する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• CloudWatch名前空間とメトリクスをリストする。
• 予想する。
• ダッシュボードを作成して更新する。
• データを作成してメトリクスを追加する。
• アラームを作成してトリガーし、アラーム履歴を表示します。
• 異常ディテクターを追加します。
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• メトリクスの統計を取得する。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * To enable billing metrics and statistics for this example, make sure billing alerts 
 are enabled for your account: 
 * https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html#turning_on_billing_metrics 
 * 
 * This Java code example performs the following tasks: 
 * 
 * 1. List available namespaces from Amazon CloudWatch. 
 * 2. List available metrics within the selected Namespace. 
 * 3. Get statistics for the selected metric over the last day. 
 * 4. Get CloudWatch estimated billing for the last week. 
 * 5. Create a new CloudWatch dashboard with metrics. 
 * 6. List dashboards using a paginator. 
 * 7. Create a new custom metric by adding data for it. 
 * 8. Add the custom metric to the dashboard. 
 * 9. Create an alarm for the custom metric. 
 * 10. Describe current alarms. 
 * 11. Get current data for the new custom metric. 
 * 12. Push data into the custom metric to trigger the alarm. 
 * 13. Check the alarm state using the action DescribeAlarmsForMetric. 
 * 14. Get alarm history for the new alarm. 
 * 15. Add an anomaly detector for the custom metric. 
 * 16. Describe current anomaly detectors. 
 * 17. Get a metric image for the custom metric. 
 * 18. Clean up the Amazon CloudWatch resources. 
 */
public class CloudWatchScenario { 

    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "  <myDate> <costDateWeek> <dashboardName> <dashboardJson> <dashboardAdd> 
 <settings> <metricImage>  \n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "  myDate - The start date to use to get metric statistics. (For example, 
 2023-01-11T18:35:24.00Z.) \n" + 
            "  costDateWeek - The start date to use to get AWS/Billinget statistics. 
 (For example, 2023-01-11T18:35:24.00Z.) \n" + 
            "  dashboardName - The name of the dashboard to create. \n" + 
            "  dashboardJson - The location of a JSON file to use to create a 
 dashboard. (See Readme file.) \n" + 
            "  dashboardAdd - The location of a JSON file to use to update a dashboard. 
 (See Readme file.) \n" + 
            "  settings - The location of a JSON file from which various values are 
 read. (See Readme file.) \n" + 
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            "  metricImage - The location of a BMP file that is used to create a graph. 
 \n" ; 

       if (args.length != 7) { 
           System.out.println(usage); 
           System.exit(1); 
       } 

        Region region = Region.US_EAST_1; 
        String myDate = args[0]; 
        String costDateWeek = args[1]; 
        String dashboardName = args[2]; 
        String dashboardJson = args[3]; 
        String dashboardAdd = args[4]; 
        String settings = args[5]; 
        String metricImage = args[6]; 

        Double dataPoint = Double.parseDouble("10.0"); 
        Scanner sc = new Scanner(System.in); 
        CloudWatchClient cw = CloudWatchClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon CloudWatch example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. List at least five available unique namespaces from 
 Amazon CloudWatch. Select one from the list."); 
        ArrayList<String> list = listNameSpaces(cw); 
        for (int z=0; z<5; z++) { 
            int index = z+1; 
            System.out.println("    " +index +". " +list.get(z)); 
        } 

        String selectedNamespace = ""; 
        String selectedMetrics = ""; 
        int num = Integer.parseInt(sc.nextLine()); 
        if (1 <= num && num <= 5){ 
            selectedNamespace = list.get(num-1); 
        } else { 
            System.out.println("You did not select a valid option."); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("You selected "+selectedNamespace); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. List available metrics within the selected namespace and 
 select one from the list."); 
        ArrayList<String> metList = listMets(cw, selectedNamespace); 
        for (int z=0; z<5; z++) { 
            int index = z+1; 
            System.out.println("    " +index +". " +metList.get(z)); 
        } 
        num = Integer.parseInt(sc.nextLine()); 
        if (1 <= num && num <= 5){ 
            selectedMetrics = metList.get(num-1); 
        } else { 
            System.out.println("You did not select a valid option."); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("You selected "+selectedMetrics); 
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        Dimension myDimension = getSpecificMet( cw, selectedNamespace); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Get statistics for the selected metric over the last 
 day."); 
        String metricOption=""; 
        ArrayList<String> statTypes = new ArrayList<>(); 
        statTypes.add("SampleCount"); 
        statTypes.add("Average"); 
        statTypes.add("Sum"); 
        statTypes.add("Minimum"); 
        statTypes.add("Maximum"); 

        for (int t=0; t<5; t++){ 
            System.out.println("    " +(t+1) +". "+statTypes.get(t)); 
        } 
        System.out.println("Select a metric statistic by entering a number from the 
 preceding list:"); 
        num = Integer.parseInt(sc.nextLine()); 
        if (1 <= num && num <= 5){ 
            metricOption = statTypes.get(num-1); 
        } else { 
            System.out.println("You did not select a valid option."); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("You selected "+metricOption); 
        getAndDisplayMetricStatistics(cw, selectedNamespace, selectedMetrics, 
 metricOption, myDate, myDimension); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Get CloudWatch estimated billing for the last week."); 
        getMetricStatistics(cw, costDateWeek); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Create a new CloudWatch dashboard with metrics."); 
        createDashboardWithMetrics(cw, dashboardName, dashboardJson); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. List dashboards using a paginator."); 
        listDashboards(cw); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Create a new custom metric by adding data to it."); 
        createNewCustomMetric(cw, dataPoint); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Add an additional metric to the dashboard."); 
        addMetricToDashboard(cw, dashboardAdd, dashboardName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. Create an alarm for the custom metric."); 
        String alarmName = createAlarm(cw, settings); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. Describe ten current alarms."); 
        describeAlarms(cw); 
        System.out.println(DASHES); 
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        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("11. Get current data for new custom metric."); 
        getCustomMetricData(cw,settings); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("12. Push data into the custom metric to trigger the 
 alarm."); 
        addMetricDataForAlarm(cw, settings) ; 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("13. Check the alarm state using the action 
 DescribeAlarmsForMetric."); 
        checkForMetricAlarm(cw, settings); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("14. Get alarm history for the new alarm."); 
        getAlarmHistory(cw, settings, myDate); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("15. Add an anomaly detector for the custom metric."); 
        addAnomalyDetector(cw, settings); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("16. Describe current anomaly detectors."); 
        describeAnomalyDetectors(cw, settings); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("17. Get a metric image for the custom metric."); 
        getAndOpenMetricImage(cw, metricImage); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("18. Clean up the Amazon CloudWatch resources."); 
        deleteDashboard(cw, dashboardName); 
        deleteCWAlarm(cw, alarmName); 
        deleteAnomalyDetector(cw, settings); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("The Amazon CloudWatch example scenario is complete."); 
        System.out.println(DASHES); 
        cw.close(); 
    } 

    public static void deleteAnomalyDetector(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            SingleMetricAnomalyDetector singleMetricAnomalyDetector = 
 SingleMetricAnomalyDetector.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .stat("Maximum") 
                .build(); 
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            DeleteAnomalyDetectorRequest request = 
 DeleteAnomalyDetectorRequest.builder() 
                .singleMetricAnomalyDetector(singleMetricAnomalyDetector) 
                .build(); 

            cw.deleteAnomalyDetector(request); 
            System.out.println("Successfully deleted the Anomaly Detector."); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

    public static void deleteCWAlarm(CloudWatchClient cw, String alarmName) { 
        try { 
            DeleteAlarmsRequest request = DeleteAlarmsRequest.builder() 
                .alarmNames(alarmName) 
                .build(); 

            cw.deleteAlarms(request); 
            System.out.println("Successfully deleted alarm " +alarmName); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteDashboard(CloudWatchClient cw, String dashboardName) { 
        try { 
            DeleteDashboardsRequest dashboardsRequest = 
 DeleteDashboardsRequest.builder() 
                .dashboardNames(dashboardName) 
                .build(); 
            cw.deleteDashboards(dashboardsRequest); 
            System.out.println(dashboardName + " was successfully deleted."); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getAndOpenMetricImage(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        System.out.println("Getting Image data for custom metric."); 
        try { 
              String myJSON = "{\n" + 
                "  \"title\": \"Example Metric Graph\",\n" + 
                "  \"view\": \"timeSeries\",\n" + 
                "  \"stacked \": false,\n" + 
                "  \"period\": 10,\n" + 
                "  \"width\": 1400,\n" + 
                "  \"height\": 600,\n" + 
                "  \"metrics\": [\n" + 
                "    [\n" + 
                "      \"AWS/Billing\",\n" + 
                "      \"EstimatedCharges\",\n" + 
                "      \"Currency\",\n" + 
                "      \"USD\"\n" + 
                "    ]\n" + 
                "  ]\n" + 
                "}"; 
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            GetMetricWidgetImageRequest imageRequest = 
 GetMetricWidgetImageRequest.builder() 
                .metricWidget(myJSON) 
                .build(); 

            GetMetricWidgetImageResponse response = 
 cw.getMetricWidgetImage(imageRequest); 
            SdkBytes sdkBytes = response.metricWidgetImage(); 
            byte[] bytes = sdkBytes.asByteArray(); 
            File outputFile = new File(fileName); 
            try (FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(outputFile)) { 
                outputStream.write(bytes); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeAnomalyDetectors(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
            DescribeAnomalyDetectorsRequest detectorsRequest = 
 DescribeAnomalyDetectorsRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 

            DescribeAnomalyDetectorsResponse response = 
 cw.describeAnomalyDetectors(detectorsRequest) ; 
            List<AnomalyDetector> anomalyDetectorList = response.anomalyDetectors(); 
            for (AnomalyDetector detector: anomalyDetectorList) { 
                System.out.println("Metric name: 
 "+detector.singleMetricAnomalyDetector().metricName()); 
                System.out.println("State: "+detector.stateValue()); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void addAnomalyDetector(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            SingleMetricAnomalyDetector singleMetricAnomalyDetector = 
 SingleMetricAnomalyDetector.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
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                .stat("Maximum") 
                .build(); 

            PutAnomalyDetectorRequest anomalyDetectorRequest = 
 PutAnomalyDetectorRequest.builder() 
                .singleMetricAnomalyDetector(singleMetricAnomalyDetector) 
                .build(); 

            cw.putAnomalyDetector(anomalyDetectorRequest); 
            System.out.println("Added anomaly detector for metric "+customMetricName
+"."); 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getAlarmHistory(CloudWatchClient cw, String fileName, String 
 date) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String alarmName = rootNode.findValue("exampleAlarmName").asText(); 

            Instant start = Instant.parse(date); 
            Instant endDate = Instant.now(); 
            DescribeAlarmHistoryRequest historyRequest = 
 DescribeAlarmHistoryRequest.builder() 
                .startDate(start) 
                .endDate(endDate) 
                .alarmName(alarmName) 
                .historyItemType(HistoryItemType.ACTION) 
                .build(); 

            DescribeAlarmHistoryResponse response = 
 cw.describeAlarmHistory(historyRequest); 
            List<AlarmHistoryItem>historyItems = response.alarmHistoryItems(); 
            if (historyItems.isEmpty()) { 
                System.out.println("No alarm history data found for "+alarmName +"."); 
            } else { 
                for (AlarmHistoryItem item: historyItems) { 
                    System.out.println("History summary: "+item.historySummary()); 
                    System.out.println("Time stamp: "+item.timestamp()); 
                } 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void checkForMetricAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
            boolean hasAlarm = false; 
            int retries = 10; 
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            DescribeAlarmsForMetricRequest metricRequest = 
 DescribeAlarmsForMetricRequest.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 

            while (!hasAlarm && retries > 0) { 
                DescribeAlarmsForMetricResponse response = 
 cw.describeAlarmsForMetric(metricRequest); 
                hasAlarm = response.hasMetricAlarms(); 
                retries--; 
                Thread.sleep(20000); 
                System.out.println("."); 
            } 
            if (!hasAlarm) 
                System.out.println("No Alarm state found for "+ customMetricName +" 
 after 10 retries."); 
            else 
               System.out.println("Alarm state found for "+ customMetricName +"."); 

        } catch (CloudWatchException | IOException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void addMetricDataForAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            // Set an Instant object. 
            String time = 
 ZonedDateTime.now( ZoneOffset.UTC ).format( DateTimeFormatter.ISO_INSTANT ); 
            Instant instant = Instant.parse(time); 

            MetricDatum datum = MetricDatum.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .unit(StandardUnit.NONE) 
                .value(1001.00) 
                .timestamp(instant) 
                .build(); 

            MetricDatum datum2 = MetricDatum.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .unit(StandardUnit.NONE) 
                .value(1002.00) 
                .timestamp(instant) 
                .build(); 

            List<MetricDatum> metricDataList = new ArrayList<>(); 
            metricDataList.add(datum); 
            metricDataList.add(datum2); 

            PutMetricDataRequest request = PutMetricDataRequest.builder() 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .metricData(metricDataList) 
                .build(); 

            cw.putMetricData(request); 
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            System.out.println("Added metric values for for metric " 
 +customMetricName); 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getCustomMetricData(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            // Set the date. 
            Instant nowDate = Instant.now(); 

            long hours = 1; 
            long minutes = 30; 
            Instant date2 = nowDate.plus(hours, ChronoUnit.HOURS).plus(minutes, 
                ChronoUnit.MINUTES); 

            Metric met = Metric.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 

            MetricStat metStat = MetricStat.builder() 
                .stat("Maximum") 
                .period(1) 
                .metric(met) 
                .build(); 

            MetricDataQuery dataQUery = MetricDataQuery.builder() 
                .metricStat(metStat) 
                .id("foo2") 
                .returnData(true) 
                .build(); 

            List<MetricDataQuery> dq = new ArrayList<>(); 
            dq.add(dataQUery); 

            GetMetricDataRequest getMetReq = GetMetricDataRequest.builder() 
                .maxDatapoints(10) 
                .scanBy(ScanBy.TIMESTAMP_DESCENDING) 
                .startTime(nowDate) 
                .endTime(date2) 
                .metricDataQueries(dq) 
                .build(); 

            GetMetricDataResponse response = cw.getMetricData(getMetReq); 
            List<MetricDataResult> data = response.metricDataResults(); 
            for (MetricDataResult item : data) { 
                System.out.println("The label is " + item.label()); 
                System.out.println("The status code is " + 
 item.statusCode().toString()); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
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        } 
    } 

    public static void describeAlarms(CloudWatchClient cw) { 
        try { 
            List<AlarmType> typeList = new ArrayList<>(); 
            typeList.add(AlarmType.METRIC_ALARM); 

            DescribeAlarmsRequest alarmsRequest = DescribeAlarmsRequest.builder() 
                .alarmTypes(typeList) 
                .maxRecords(10) 
                .build(); 

            DescribeAlarmsResponse response = cw.describeAlarms(alarmsRequest); 
            List<MetricAlarm> alarmList = response.metricAlarms(); 
            for (MetricAlarm alarm: alarmList) { 
                System.out.println("Alarm name: " + alarm.alarmName()); 
                System.out.println("Alarm description: " + alarm.alarmDescription()); 
            } 
        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String createAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
            String alarmName = rootNode.findValue("exampleAlarmName").asText(); 
            String emailTopic = rootNode.findValue("emailTopic").asText(); 
            String accountId = rootNode.findValue("accountId").asText(); 
            String region = rootNode.findValue("region").asText(); 

            // Create a List for alarm actions. 
            List<String> alarmActions = new ArrayList<>(); 
            alarmActions.add("arn:aws:sns:"+region+":"+accountId+":"+emailTopic); 
            PutMetricAlarmRequest alarmRequest = PutMetricAlarmRequest.builder() 
                .alarmActions(alarmActions) 
                .alarmDescription("Example metric alarm") 
                .alarmName(alarmName) 
                
 .comparisonOperator(ComparisonOperator.GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO_THRESHOLD) 
                .threshold(100.00) 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .evaluationPeriods(1) 
                .period(10) 
                .statistic("Maximum") 
                .datapointsToAlarm(1) 
                .treatMissingData("ignore") 
                .build(); 

            cw.putMetricAlarm(alarmRequest); 
            System.out.println(alarmName +" was successfully created!"); 
            return alarmName; 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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        return ""; 
    } 

    public static void addMetricToDashboard(CloudWatchClient cw, String fileName, 
 String dashboardName) { 
        try { 
            PutDashboardRequest dashboardRequest = PutDashboardRequest.builder() 
                .dashboardName(dashboardName) 
                .dashboardBody(readFileAsString(fileName)) 
                .build(); 

            cw.putDashboard(dashboardRequest); 
            System.out.println(dashboardName +" was successfully updated."); 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createNewCustomMetric(CloudWatchClient cw, Double dataPoint) { 
        try { 
            Dimension dimension = Dimension.builder() 
                .name("UNIQUE_PAGES") 
                .value("URLS") 
                .build(); 

            // Set an Instant object. 
            String time = 
 ZonedDateTime.now( ZoneOffset.UTC ).format( DateTimeFormatter.ISO_INSTANT ); 
            Instant instant = Instant.parse(time); 

            MetricDatum datum = MetricDatum.builder() 
                .metricName("PAGES_VISITED") 
                .unit(StandardUnit.NONE) 
                .value(dataPoint) 
                .timestamp(instant) 
                .dimensions(dimension) 
                .build(); 

            PutMetricDataRequest request = PutMetricDataRequest.builder() 
                .namespace("SITE/TRAFFIC") 
                .metricData(datum) 
                .build(); 

            cw.putMetricData(request); 
            System.out.println("Added metric values for for metric PAGES_VISITED"); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void listDashboards(CloudWatchClient cw) { 
        try { 
            ListDashboardsIterable listRes = cw.listDashboardsPaginator(); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.dashboardEntries().stream()) 
                .forEach(entry ->{ 
                    System.out.println("Dashboard name is: " + entry.dashboardName()); 
                    System.out.println("Dashboard ARN is: " + entry.dashboardArn()); 
                }); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
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            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createDashboardWithMetrics(CloudWatchClient cw, String 
 dashboardName, String fileName) { 
        try { 
            PutDashboardRequest dashboardRequest = PutDashboardRequest.builder() 
                .dashboardName(dashboardName) 
                .dashboardBody(readFileAsString(fileName)) 
                .build(); 

            PutDashboardResponse response = cw.putDashboard(dashboardRequest); 
            System.out.println(dashboardName +" was successfully created."); 
            List<DashboardValidationMessage> messages = 
 response.dashboardValidationMessages(); 
            if (messages.isEmpty()) { 
                System.out.println("There are no messages in the new Dashboard"); 
            } else { 
                for (DashboardValidationMessage message : messages) { 
                    System.out.println("Message is: " + message.message()); 
                } 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String readFileAsString(String file) throws IOException { 
        return new String(Files.readAllBytes(Paths.get(file))); 
    } 

    public static void getMetricStatistics(CloudWatchClient cw, String costDateWeek) { 
        try { 
            Instant start = Instant.parse(costDateWeek); 
            Instant endDate = Instant.now(); 
            Dimension dimension = Dimension.builder() 
                .name("Currency") 
                .value("USD") 
                .build(); 

            List<Dimension> dimensionList = new ArrayList<>(); 
            dimensionList.add(dimension); 
            GetMetricStatisticsRequest statisticsRequest = 
 GetMetricStatisticsRequest.builder() 
                .metricName("EstimatedCharges") 
                .namespace("AWS/Billing") 
                .dimensions(dimensionList) 
                .statistics(Statistic.MAXIMUM) 
                .startTime(start) 
                .endTime(endDate) 
                .period(86400) 
                .build(); 

            GetMetricStatisticsResponse response = 
 cw.getMetricStatistics(statisticsRequest); 
            List<Datapoint> data = response.datapoints(); 
            if (!data.isEmpty()) { 
                for (Datapoint datapoint: data) { 
                    System.out.println("Timestamp: " + datapoint.timestamp() + " 
 Maximum value: " + datapoint.maximum()); 
                } 
            } else { 
                System.out.println("The returned data list is empty"); 
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            } 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getAndDisplayMetricStatistics( CloudWatchClient cw, String 
 nameSpace, String metVal, String metricOption, String date, Dimension myDimension) { 
        try { 
            Instant start = Instant.parse(date); 
            Instant endDate = Instant.now(); 

            GetMetricStatisticsRequest statisticsRequest = 
 GetMetricStatisticsRequest.builder() 
                .endTime(endDate) 
                .startTime(start) 
                .dimensions(myDimension) 
                .metricName(metVal) 
                .namespace(nameSpace) 
                .period(86400) 
                .statistics(Statistic.fromValue(metricOption)) 
                .build(); 

            GetMetricStatisticsResponse response = 
 cw.getMetricStatistics(statisticsRequest); 
            List<Datapoint> data = response.datapoints(); 
            if (!data.isEmpty()) { 
                for (Datapoint datapoint: data) { 
                    System.out.println("Timestamp: " + datapoint.timestamp() + " 
 Maximum value: " + datapoint.maximum()); 
                } 
            } else { 
                System.out.println("The returned data list is empty"); 
            } 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static Dimension getSpecificMet( CloudWatchClient cw, String namespace) { 
        try { 
            ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                .namespace(namespace) 
                .build(); 

            ListMetricsResponse response = cw.listMetrics(request); 
            List<Metric> myList = response.metrics(); 
            Metric metric = myList.get(0); 
            return metric.dimensions().get(0); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    public static ArrayList<String> listMets( CloudWatchClient cw, String namespace) { 
        try { 
            ArrayList<String> metList = new ArrayList<>(); 
            ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                .namespace(namespace) 
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                .build(); 

            ListMetricsIterable listRes = cw.listMetricsPaginator(request); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.metrics().stream()) 
                .forEach(metrics -> metList.add(metrics.metricName())); 

            return metList; 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

   public static ArrayList<String> listNameSpaces(CloudWatchClient cw) { 
       try { 
           ArrayList<String> nameSpaceList = new ArrayList<>(); 
           ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
               .build(); 

           ListMetricsIterable listRes = cw.listMetricsPaginator(request); 
           listRes.stream() 
               .flatMap(r -> r.metrics().stream()) 
               .forEach(metrics -> { 
                   String data = metrics.namespace(); 
                   if(!nameSpaceList.contains(data)) { 
                       nameSpaceList.add(data); 
                   } 
               }) ; 

           return nameSpaceList; 
           } catch (CloudWatchException e) { 
               System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
               System.exit(1); 
           } 
       return null; 
   }
}

• 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。
• DeleteAlarms
• DeleteAnomalyDetector
• DeleteDashboards
• DescribeAlarmHistory
• DescribeAlarms
• DescribeAlarmsForMetric
• DescribeAnomalyDetectors
• GetMetricData
• GetMetricStatistics
• GetMetricWidgetImage
• ListMetrics
• PutAnomalyDetector
• PutDashboard
• PutMetricAlarm
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• PutMetricData

CloudWatchJava 2.x 用 SDK を使用したイベントの例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x withCloudWatch Events を使用して一般的なシナリオを実装する
方法を示しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

タグの追加

次のコード例は、AmazonCloudWatch Events イベントにターゲットを追加する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void putCWTargets(CloudWatchEventsClient cwe, String ruleName, String 
 functionArn, String targetId ) { 

        try { 
            Target target = Target.builder() 
                .arn(functionArn) 
                .id(targetId) 
                .build(); 

            PutTargetsRequest request = PutTargetsRequest.builder() 
                .targets(target) 
                .rule(ruleName) 
                .build(); 

            cwe.putTargets(request); 
            System.out.printf( 
                "Successfully created CloudWatch events target for rule %s", 
                ruleName); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutTargetsリファレンスのを参照してくださ
い。
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スケジュールルールの作成

次のコード例は、AmazonCloudWatch Events スケジュールルールを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void putCWRule(CloudWatchEventsClient cwe, String ruleName, String 
 roleArn) { 

        try { 
            PutRuleRequest request = PutRuleRequest.builder() 
                .name(ruleName) 
                .roleArn(roleArn) 
                .scheduleExpression("rate(5 minutes)") 
                .state(RuleState.ENABLED) 
                .build(); 

            PutRuleResponse response = cwe.putRule(request); 
            System.out.printf( 
                    "Successfully created CloudWatch events rule %s with arn %s", 
                    roleArn, response.ruleArn()); 

        } catch ( 
            CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutRuleリファレンスのを参照してください。

イベントの送信

次のコード例は、AmazonCloudWatch Events イベントを送信する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void putCWEvents(CloudWatchEventsClient cwe, String resourceArn ) { 
        try { 

            final String EVENT_DETAILS = 
                "{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }"; 

            PutEventsRequestEntry requestEntry = PutEventsRequestEntry.builder() 
                .detail(EVENT_DETAILS) 
                .detailType("sampleSubmitted") 
                .resources(resourceArn) 
                .source("aws-sdk-java-cloudwatch-example") 
                .build(); 
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            PutEventsRequest request = PutEventsRequest.builder() 
                .entries(requestEntry) 
                .build(); 

            cwe.putEvents(request); 
            System.out.println("Successfully put CloudWatch event"); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutEventsリファレンスのを参照してください。

CloudWatchJava 2.x 用 SDK を使用したログの例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x withCloudWatch Logs を使用して一般的なシナリオを実装する方
法を示しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

サブスクリプションフィルターを作成する

次のコード例は、AmazonCloudWatch Logs サブスクリプションフィルターを作成する方法を示していま
す。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void putSubFilters(CloudWatchLogsClient cwl, 
                                     String filter, 
                                     String pattern, 
                                     String logGroup, 
                                     String functionArn) { 

        try { 
            PutSubscriptionFilterRequest request = 
 PutSubscriptionFilterRequest.builder() 
                .filterName(filter) 
                .filterPattern(pattern) 
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                .logGroupName(logGroup) 
                .destinationArn(functionArn) 
                .build(); 

            cwl.putSubscriptionFilter(request); 
            System.out.printf( 
                    "Successfully created CloudWatch logs subscription filter %s", 
                    filter); 

        } catch (CloudWatchLogsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutSubscriptionFilterリファレンスのを参照して
ください。

サブスクリプションフィルターの削除

次のコード例は、AmazonCloudWatch Logs サブスクリプションフィルターを削除する方法を示していま
す。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteSubFilter(CloudWatchLogsClient logs, String filter, String 
 logGroup) { 

        try { 
            DeleteSubscriptionFilterRequest request = 
 DeleteSubscriptionFilterRequest.builder() 
                .filterName(filter) 
                .logGroupName(logGroup) 
                .build(); 

            logs.deleteSubscriptionFilter(request); 
            System.out.printf("Successfully deleted CloudWatch logs subscription filter 
 %s", filter); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
   }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteSubscriptionFilterリファレンスのを参照し
てください。

既存のサブスクリプションフィルターの記述

次のコード例は、AmazonCloudWatch Logs 既存のサブスクリプションフィルターを記述する方法を示し
ています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeFilters(CloudWatchLogsClient logs, String logGroup) { 

        try { 
            boolean done = false; 
            String newToken = null; 

            while(!done) { 
                DescribeSubscriptionFiltersResponse response; 
                if (newToken == null) { 
                    DescribeSubscriptionFiltersRequest request = 
 DescribeSubscriptionFiltersRequest.builder() 
                        .logGroupName(logGroup) 
                        .limit(1).build(); 

                    response = logs.describeSubscriptionFilters(request); 
                } else { 
                    DescribeSubscriptionFiltersRequest request = 
 DescribeSubscriptionFiltersRequest.builder() 
                        .nextToken(newToken) 
                        .logGroupName(logGroup) 
                        .limit(1).build(); 
                    response = logs.describeSubscriptionFilters(request); 
                } 

                for(SubscriptionFilter filter : response.subscriptionFilters()) { 
                    System.out.printf("Retrieved filter with name %s, " + "pattern %s " 
 + "and destination arn %s", 
                        filter.filterName(), 
                        filter.filterPattern(), 
                        filter.destinationArn()); 
                } 

                if(response.nextToken() == null) { 
                    done = true; 
                } else { 
                    newToken = response.nextToken(); 
                } 
           } 

        } catch (CloudWatchException e) { 
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
           System.exit(1); 
        } 
        System.out.printf("Done"); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeSubscriptionFiltersリファレンスのを参
照してください。

Java 2.x SDK を使用した Amazon Cognito ID プロバイダーの例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with ID プロバイダーを使用してアクションを実行し、一般的な
シナリオを実装する方法を示しています。
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「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

ユーザーを確認する

次のコード例は、Amazon Cognito ユーザーを確認する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void confirmSignUp(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String clientId, String code, String userName) { 
        try { 
            ConfirmSignUpRequest signUpRequest = ConfirmSignUpRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .confirmationCode(code) 
                .username(userName) 
                .build(); 

            identityProviderClient.confirmSignUp(signUpRequest); 
            System.out.println(userName +" was confirmed"); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ConfirmSignUpリファレンスのを参照してくださ
い。

MFA アプリケーションをユーザーに関連付けるトークンを取得する

次のコード例は、MFA アプリケーションを Amazon Cognito ユーザーに関連付けるトークンを取得する方
法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static String getSecretForAppMFA(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String session) { 
        AssociateSoftwareTokenRequest softwareTokenRequest = 
 AssociateSoftwareTokenRequest.builder() 
            .session(session) 
            .build(); 

        AssociateSoftwareTokenResponse tokenResponse = 
 identityProviderClient.associateSoftwareToken(softwareTokenRequest) ; 
        String secretCode = tokenResponse.secretCode(); 
        System.out.println("Enter this token into Google Authenticator"); 
        System.out.println(secretCode); 
        return tokenResponse.session(); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AssociateSoftwareTokenリファレンスのを参照
してください。

ユーザーに関する情報を取得する

次のコード例は、Amazon Cognito ユーザーに関する情報を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getAdminUser(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String userName, String poolId) { 
        try { 
            AdminGetUserRequest userRequest = AdminGetUserRequest.builder() 
                .username(userName) 
                .userPoolId(poolId) 
                .build(); 

            AdminGetUserResponse response = 
 identityProviderClient.adminGetUser(userRequest); 
            System.out.println("User status "+response.userStatusAsString()); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AdminGetUserリファレンスのを参照してくださ
い。

ユーザーの一覧表示

次のコード例は、Amazon Cognito ユーザーを一覧表示する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllUsers(CognitoIdentityProviderClient cognitoClient, String 
 userPoolId ) { 
        try { 
            ListUsersRequest usersRequest = ListUsersRequest.builder() 
                .userPoolId(userPoolId) 
                .build(); 

            ListUsersResponse response = cognitoClient.listUsers(usersRequest); 
            response.users().forEach(user -> { 
                System.out.println("User " + user.username() + " Status " + 
 user.userStatus() + " Created " + user.userCreateDate() ); 
            }); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Shows how to list users by using a filter. 
    public static void listUsersFilter(CognitoIdentityProviderClient cognitoClient, 
 String userPoolId ) { 

        try { 
            String filter = "email = \"tblue@noserver.com\""; 
            ListUsersRequest usersRequest = ListUsersRequest.builder() 
                .userPoolId(userPoolId) 
                .filter(filter) 
                .build(); 

            ListUsersResponse response = cognitoClient.listUsers(usersRequest); 
            response.users().forEach(user -> { 
                System.out.println("User with filter applied " + user.username() + " 
 Status " + user.userStatus() + " Created " + user.userCreateDate() ); 
            }); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListUsersリファレンスのを参照してください。

確認コードを再送信する

次のコード例は、Amazon Cognito 確認コードを再送信する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void resendConfirmationCode(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String clientId, String userName) { 
        try { 
            ResendConfirmationCodeRequest codeRequest = 
 ResendConfirmationCodeRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .username(userName) 
                .build(); 

            ResendConfirmationCodeResponse response = 
 identityProviderClient.resendConfirmationCode(codeRequest); 
            System.out.println("Method of delivery is 
 "+response.codeDeliveryDetails().deliveryMediumAsString()); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ResendConfirmationCodeリファレンスのを参照
してください。

認証チャレンジに応答する

次のコード例は、Amazon Cognito 認証チャレンジに応答する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    // Respond to an authentication challenge. 
    public static void adminRespondToAuthChallenge(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String userName, String clientId, String mfaCode, String 
 session) { 
        System.out.println("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated"); 
        Map<String, String> challengeResponses = new HashMap<>(); 

        challengeResponses.put("USERNAME", userName); 
        challengeResponses.put("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode); 

        AdminRespondToAuthChallengeRequest respondToAuthChallengeRequest = 
 AdminRespondToAuthChallengeRequest.builder() 
            .challengeName(ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA) 
            .clientId(clientId) 
            .challengeResponses(challengeResponses) 
            .session(session) 
            .build(); 

        AdminRespondToAuthChallengeResponse respondToAuthChallengeResult = 
 identityProviderClient.adminRespondToAuthChallenge(respondToAuthChallengeRequest); 
        System.out.println("respondToAuthChallengeResult.getAuthenticationResult()" + 
 respondToAuthChallengeResult.authenticationResult()); 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AdminRespondToAuthChallengeリファレンスの
を参照してください。

ユーザーをサインアップする

次のコード例は、ユーザーを Amazon Cognito にサインアップする方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void signUp(CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient, 
 String clientId, String userName, String password, String email) { 
        AttributeType userAttrs = AttributeType.builder() 
            .name("email") 
            .value(email) 
            .build(); 

        List<AttributeType> userAttrsList = new ArrayList<>(); 
        userAttrsList.add(userAttrs); 
        try { 
            SignUpRequest signUpRequest = SignUpRequest.builder() 
                .userAttributes(userAttrsList) 
                .username(userName) 
                .clientId(clientId) 
                .password(password) 
                .build(); 

            identityProviderClient.signUp(signUpRequest); 
            System.out.println("User has been signed up "); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SignUpリファレンスのを参照してください。

管理者認証情報による認証を開始する

次のコード例は、Amazon Cognito と管理者認証情報を使用して認証を開始する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static AdminInitiateAuthResponse initiateAuth(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String clientId, String userName, String password, String 
 userPoolId) { 
        try { 
            Map<String,String> authParameters = new HashMap<>(); 
            authParameters.put("USERNAME", userName); 
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            authParameters.put("PASSWORD", password); 

            AdminInitiateAuthRequest authRequest = AdminInitiateAuthRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .userPoolId(userPoolId) 
                .authParameters(authParameters) 
                .authFlow(AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH) 
                .build(); 

            AdminInitiateAuthResponse response = 
 identityProviderClient.adminInitiateAuth(authRequest); 
            System.out.println("Result Challenge is : " + response.challengeName() ); 
            return response; 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
               System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
               System.exit(1); 
        } 

        return null; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AdminInitiateAuthリファレンスのを参照してくだ
さい。

ユーザーにより MFA アプリケーションを検証する

次のコード例は、Amazon Cognito ユーザーで MFA アプリケーションを検証する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    // Verify the TOTP and register for MFA. 
    public static void verifyTOTP(CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient, 
 String session, String code) { 
        try { 
            VerifySoftwareTokenRequest tokenRequest = 
 VerifySoftwareTokenRequest.builder() 
                .userCode(code) 
                .session(session) 
                .build(); 

            VerifySoftwareTokenResponse verifyResponse = 
 identityProviderClient.verifySoftwareToken(tokenRequest); 
            System.out.println("The status of the token is " 
 +verifyResponse.statusAsString()); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI VerifySoftwareTokenリファレンスのを参照して
ください。
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シナリオ

MFA を必要とするユーザープールによりユーザーをサインアップする

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• ユーザー名、パスワード、E メールアドレスでサインアップしてユーザーを確認します。
• MFA アプリケーションをユーザーに関連付けて、多要素認証を設定します。
• パスワードと MFA コードを使用してサインインします。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * TIP: To set up the required user pool, run the AWS Cloud Development 
 Kit (AWS CDK) script provided in this GitHub repo at resources/cdk/
cognito_scenario_user_pool_with_mfa. 
 * 
 * This code example performs the following operations: 
 * 
 * 1. Invokes the signUp method to sign up a user. 
 * 2. Invokes the adminGetUser method to get the user's confirmation status. 
 * 3. Invokes the ResendConfirmationCode method if the user requested another code. 
 * 4. Invokes the confirmSignUp method. 
 * 5. Invokes the AdminInitiateAuth to sign in. This results in being prompted 
 to set up TOTP (time-based one-time password). (The response is “ChallengeName”: 
 “MFA_SETUP”). 
 * 6. Invokes the AssociateSoftwareToken method to generate a TOTP MFA private key. 
 This can be used with Google Authenticator.  
 * 7. Invokes the VerifySoftwareToken method to verify the TOTP and register for MFA.  
 * 8. Invokes the AdminInitiateAuth to sign in again. This results in being prompted to 
 submit a TOTP (Response: “ChallengeName”: “SOFTWARE_TOKEN_MFA”). 
 * 9. Invokes the AdminRespondToAuthChallenge to get back a token.  
 */

public class CognitoMVP { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException, 
 InvalidKeyException { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <clientId> <poolId>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    clientId - The app client Id value that you can get from the AWS CDK 
 script.\n\n" + 
            "    poolId - The pool Id that you can get from the AWS CDK script. \n\n" ; 

        if (args.length != 2) { 
            System.out.println(usage); 
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            System.exit(1); 
        } 

        String clientId = args[0]; 
        String poolId = args[1]; 
        CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient = 
 CognitoIdentityProviderClient.builder() 
            .region(Region.US_EAST_1) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon Cognito example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("*** Enter your user name"); 
        Scanner in = new Scanner(System.in); 
        String userName = in.nextLine(); 

        System.out.println("*** Enter your password"); 
        String password = in.nextLine(); 

        System.out.println("*** Enter your email"); 
        String email = in.nextLine(); 

        System.out.println("1. Signing up " + userName); 
        signUp(identityProviderClient, clientId, userName, password, email); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Getting " + userName + " in the user pool"); 
        getAdminUser(identityProviderClient, userName, poolId); 

        System.out.println("*** Conformation code sent to " + userName + ". Would you 
 like to send a new code? (Yes/No)"); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        String ans = in.nextLine(); 

        if (ans.compareTo("Yes") == 0) { 
            resendConfirmationCode(identityProviderClient, clientId, userName); 
            System.out.println("3. Sending a new confirmation code"); 
        } 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Enter confirmation code that was emailed"); 
        String code = in.nextLine(); 
        confirmSignUp(identityProviderClient, clientId, code, userName); 
        System.out.println("Rechecking the status of " + userName + " in the user 
 pool"); 
        getAdminUser(identityProviderClient, userName, poolId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Invokes the initiateAuth to sign in"); 
        AdminInitiateAuthResponse authResponse = initiateAuth(identityProviderClient, 
 clientId, userName, password, poolId) ; 
        String mySession = authResponse.session() ; 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Invokes the AssociateSoftwareToken method to generate a 
 TOTP key"); 
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        String newSession = getSecretForAppMFA(identityProviderClient, mySession); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("*** Enter the 6-digit code displayed in Google 
 Authenticator"); 
        String myCode = in.nextLine(); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Verify the TOTP and register for MFA"); 
        verifyTOTP(identityProviderClient, newSession, myCode); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Re-enter a 6-digit code displayed in Google 
 Authenticator"); 
        String mfaCode = in.nextLine(); 
        AdminInitiateAuthResponse authResponse1 = initiateAuth(identityProviderClient, 
 clientId, userName, password, poolId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9.  Invokes the AdminRespondToAuthChallenge"); 
        String session2 = authResponse1.session(); 
        adminRespondToAuthChallenge(identityProviderClient, userName, clientId, 
 mfaCode, session2); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("All Amazon Cognito operations were successfully 
 performed"); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 

    // Respond to an authentication challenge. 
    public static void adminRespondToAuthChallenge(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String userName, String clientId, String mfaCode, String 
 session) { 
        System.out.println("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated"); 
        Map<String, String> challengeResponses = new HashMap<>(); 

        challengeResponses.put("USERNAME", userName); 
        challengeResponses.put("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode); 

        AdminRespondToAuthChallengeRequest respondToAuthChallengeRequest = 
 AdminRespondToAuthChallengeRequest.builder() 
            .challengeName(ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA) 
            .clientId(clientId) 
            .challengeResponses(challengeResponses) 
            .session(session) 
            .build(); 

        AdminRespondToAuthChallengeResponse respondToAuthChallengeResult = 
 identityProviderClient.adminRespondToAuthChallenge(respondToAuthChallengeRequest); 
        System.out.println("respondToAuthChallengeResult.getAuthenticationResult()" + 
 respondToAuthChallengeResult.authenticationResult()); 
    } 

    // Verify the TOTP and register for MFA. 
    public static void verifyTOTP(CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient, 
 String session, String code) { 
        try { 
            VerifySoftwareTokenRequest tokenRequest = 
 VerifySoftwareTokenRequest.builder() 
                .userCode(code) 
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                .session(session) 
                .build(); 

            VerifySoftwareTokenResponse verifyResponse = 
 identityProviderClient.verifySoftwareToken(tokenRequest); 
            System.out.println("The status of the token is " 
 +verifyResponse.statusAsString()); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static AdminInitiateAuthResponse initiateAuth(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String clientId, String userName, String password, String 
 userPoolId) { 
        try { 
            Map<String,String> authParameters = new HashMap<>(); 
            authParameters.put("USERNAME", userName); 
            authParameters.put("PASSWORD", password); 

            AdminInitiateAuthRequest authRequest = AdminInitiateAuthRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .userPoolId(userPoolId) 
                .authParameters(authParameters) 
                .authFlow(AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH) 
                .build(); 

            AdminInitiateAuthResponse response = 
 identityProviderClient.adminInitiateAuth(authRequest); 
            System.out.println("Result Challenge is : " + response.challengeName() ); 
            return response; 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
               System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
               System.exit(1); 
        } 

        return null; 
    } 

    public static String getSecretForAppMFA(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String session) { 
        AssociateSoftwareTokenRequest softwareTokenRequest = 
 AssociateSoftwareTokenRequest.builder() 
            .session(session) 
            .build(); 

        AssociateSoftwareTokenResponse tokenResponse = 
 identityProviderClient.associateSoftwareToken(softwareTokenRequest) ; 
        String secretCode = tokenResponse.secretCode(); 
        System.out.println("Enter this token into Google Authenticator"); 
        System.out.println(secretCode); 
        return tokenResponse.session(); 
    } 

    public static void confirmSignUp(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String clientId, String code, String userName) { 
        try { 
            ConfirmSignUpRequest signUpRequest = ConfirmSignUpRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .confirmationCode(code) 
                .username(userName) 
                .build(); 
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            identityProviderClient.confirmSignUp(signUpRequest); 
            System.out.println(userName +" was confirmed"); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void resendConfirmationCode(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String clientId, String userName) { 
        try { 
            ResendConfirmationCodeRequest codeRequest = 
 ResendConfirmationCodeRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .username(userName) 
                .build(); 

            ResendConfirmationCodeResponse response = 
 identityProviderClient.resendConfirmationCode(codeRequest); 
            System.out.println("Method of delivery is 
 "+response.codeDeliveryDetails().deliveryMediumAsString()); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void signUp(CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient, 
 String clientId, String userName, String password, String email) { 
        AttributeType userAttrs = AttributeType.builder() 
            .name("email") 
            .value(email) 
            .build(); 

        List<AttributeType> userAttrsList = new ArrayList<>(); 
        userAttrsList.add(userAttrs); 
        try { 
            SignUpRequest signUpRequest = SignUpRequest.builder() 
                .userAttributes(userAttrsList) 
                .username(userName) 
                .clientId(clientId) 
                .password(password) 
                .build(); 

            identityProviderClient.signUp(signUpRequest); 
            System.out.println("User has been signed up "); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getAdminUser(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String userName, String poolId) { 
        try { 
            AdminGetUserRequest userRequest = AdminGetUserRequest.builder() 
                .username(userName) 
                .userPoolId(poolId) 
                .build(); 

            AdminGetUserResponse response = 
 identityProviderClient.adminGetUser(userRequest); 
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            System.out.println("User status "+response.userStatusAsString()); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            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。
• AdminGetUser
• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge
• AssociateSoftwareToken
• ConfirmDevice
• ConfirmSignUp
• InitiateAuth
• ListUsers
• ResendConfirmationCode
• RespondToAuthChallenge
• SignUp
• VerifySoftwareToken

アマゾン Java 2.x 用 SDK の使用例を理解する
次のコード例は、Amazon Comprehend を使用して Amazon Comprehend を使用して Amazon 
Comprehend を使用して、AWS SDK for Java 2.x一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

文書分類子の作成

次のコード例は、Amazon Comprehend ドキュメント分類を作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void createDocumentClassifier(ComprehendClient comClient, String 
 dataAccessRoleArn, String s3Uri, String documentClassifierName){ 

         try { 
             DocumentClassifierInputDataConfig config = 
 DocumentClassifierInputDataConfig.builder() 
                 .s3Uri(s3Uri) 
                 .build(); 

             CreateDocumentClassifierRequest createDocumentClassifierRequest = 
 CreateDocumentClassifierRequest.builder() 
                 .documentClassifierName(documentClassifierName) 
                 .dataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn) 
                 .languageCode("en") 
                 .inputDataConfig(config) 
                 .build(); 

             CreateDocumentClassifierResponse createDocumentClassifierResult = 
 comClient.createDocumentClassifier(createDocumentClassifierRequest); 
             String documentClassifierArn = 
 createDocumentClassifierResult.documentClassifierArn(); 
             System.out.println("Document Classifier ARN: " + documentClassifierArn); 

         } catch (ComprehendException e) { 
             System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
             System.exit(1); 
         } 
     }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateDocumentClassifierリファレンスのを参照
してください。

文書内のエンティティを検出

次のコード例は、Amazon Comprehend でドキュメント内のエンティティを検出する方法を示していま
す。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void detectAllEntities(ComprehendClient comClient,String text ) { 

        try { 
            DetectEntitiesRequest detectEntitiesRequest = 
 DetectEntitiesRequest.builder() 
                .text(text) 
                .languageCode("en") 
                .build(); 

            DetectEntitiesResponse detectEntitiesResult = 
 comClient.detectEntities(detectEntitiesRequest); 
            List<Entity> entList = detectEntitiesResult.entities(); 
            for (Entity entity : entList) { 
                System.out.println("Entity text is " + entity.text()); 
            } 

        } catch (ComprehendException e) { 
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            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DetectEntitiesリファレンスのを参照してくださ
い。

文書内のキーフレーズを検出

次のコード例は、Amazon Comprehend でドキュメント内のキーフレーズを検出する方法を示していま
す。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void detectAllKeyPhrases(ComprehendClient comClient, String text) { 

        try { 
            DetectKeyPhrasesRequest detectKeyPhrasesRequest = 
 DetectKeyPhrasesRequest.builder() 
                .text(text) 
                .languageCode("en") 
                .build(); 

            DetectKeyPhrasesResponse detectKeyPhrasesResult = 
 comClient.detectKeyPhrases(detectKeyPhrasesRequest); 
            List<KeyPhrase> phraseList = detectKeyPhrasesResult.keyPhrases(); 
            for (KeyPhrase keyPhrase : phraseList) { 
                System.out.println("Key phrase text is " + keyPhrase.text()); 
            } 

        } catch (ComprehendException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DetectKeyPhrasesリファレンスのを参照してく
ださい。

文書の構文要素を検出する

次のコード例は、Amazon Comprehend でドキュメントの構文要素を検出する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void detectAllSyntax(ComprehendClient comClient, String text){ 
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        try { 
            DetectSyntaxRequest detectSyntaxRequest = DetectSyntaxRequest.builder() 
                .text(text) 
                .languageCode("en") 
                .build(); 

            DetectSyntaxResponse detectSyntaxResult = 
 comClient.detectSyntax(detectSyntaxRequest); 
            List<SyntaxToken> syntaxTokens = detectSyntaxResult.syntaxTokens(); 
            for (SyntaxToken token : syntaxTokens) { 
                System.out.println("Language is " + token.text()); 
                System.out.println("Part of speech is " + 
 token.partOfSpeech().tagAsString()); 
            } 

        } catch (ComprehendException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DetectSyntaxリファレンスのを参照してくださ
い。

ドキュメント内の主要な言語を検出する

次のコード例は、Amazon Comprehend でドキュメント内の主要言語を検出する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void detectTheDominantLanguage(ComprehendClient comClient, String 
 text){ 

        try { 
            DetectDominantLanguageRequest request = 
 DetectDominantLanguageRequest.builder() 
                .text(text) 
                .build(); 

            DetectDominantLanguageResponse resp = 
 comClient.detectDominantLanguage(request); 
            List<DominantLanguage> allLanList = resp.languages(); 
            for (DominantLanguage lang : allLanList) { 
                System.out.println("Language is " + lang.languageCode()); 
            } 

        } catch (ComprehendException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DetectDominantLanguageリファレンスのを参照
してください。
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ドキュメントの感情を検出する

次のコード例は、Amazon Comprehend でドキュメントのセンチメントを検出する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void detectSentiments(ComprehendClient comClient, String text){ 

        try { 
            DetectSentimentRequest detectSentimentRequest = 
 DetectSentimentRequest.builder() 
                .text(text) 
                .languageCode("en") 
                .build(); 

            DetectSentimentResponse detectSentimentResult = 
 comClient.detectSentiment(detectSentimentRequest); 
            System.out.println("The Neutral value is " 
 +detectSentimentResult.sentimentScore().neutral() ); 

        } catch (ComprehendException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DetectSentimentリファレンスのを参照してくだ
さい。

Java 2.x 用 SDK を使用した DynamoDB の例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with DynamoDB を使用してアクションおよび実行する方法を示
しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

テーブルの作成

次のコード例は、DynamoDB テーブルを作成する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String key) 
 { 
        DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter(); 
        CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder() 
            .attributeDefinitions(AttributeDefinition.builder() 
                .attributeName(key) 
                .attributeType(ScalarAttributeType.S) 
                .build()) 
            .keySchema(KeySchemaElement.builder() 
                .attributeName(key) 
                .keyType(KeyType.HASH) 
                .build()) 
            .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder() 
                .readCapacityUnits(new Long(10)) 
                .writeCapacityUnits(new Long(10)) 
                .build()) 
            .tableName(tableName) 
            .build(); 

        String newTable =""; 
        try { 
            CreateTableResponse response = ddb.createTable(request); 
            DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

            // Wait until the Amazon DynamoDB table is created. 
            WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse = 
 dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            newTable = response.tableDescription().tableName(); 
            return newTable; 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
       return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateTableリファレンスのを参照してくださ
い。

テーブルの削除

次のコード例は、DynamoDB テーブルを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 

        DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder() 
            .tableName(tableName) 
            .build(); 

        try { 
            ddb.deleteTable(request); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println(tableName +" was successfully deleted!"); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteTableリファレンスのを参照してくださ
い。

テーブルからの項目の削除

次のコード例は、DynamoDB テーブルから項目を削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName, String 
 key, String keyVal) { 
        HashMap<String,AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>(); 
        keyToGet.put(key, AttributeValue.builder() 
            .s(keyVal) 
            .build()); 

        DeleteItemRequest deleteReq = DeleteItemRequest.builder() 
            .tableName(tableName) 
            .key(keyToGet) 
            .build(); 

        try { 
            ddb.deleteItem(deleteReq); 
        } catch (DynamoDbException e) { 
           System.err.println(e.getMessage()); 
           System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteItemリファレンスのを参照してください。

テーブルからの項目の取得

次のコード例は、DynamoDB テーブルから項目を取得する方法を示しています。
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Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

を使用して、テーブルから項目を取得しますDynamoDbClient。

    public static void getDynamoDBItem(DynamoDbClient ddb,String tableName,String 
 key,String keyVal ) { 

        HashMap<String,AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>(); 
        keyToGet.put(key, AttributeValue.builder() 
            .s(keyVal) 
            .build()); 

        GetItemRequest request = GetItemRequest.builder() 
            .key(keyToGet) 
            .tableName(tableName) 
            .build(); 

        try { 
            Map<String,AttributeValue> returnedItem = ddb.getItem(request).item(); 
            if (returnedItem != null) { 
                Set<String> keys = returnedItem.keySet(); 
                System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n"); 

                for (String key1 : keys) { 
                    System.out.format("%s: %s\n", key1, 
 returnedItem.get(key1).toString()); 
                } 
            } else { 
                System.out.format("No item found with the key %s!\n", key); 
            } 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetItemリファレンスのを参照してください。

テーブルに関するリスク情報。

次のコード例は、DynamoDB テーブルに関する情報を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeDymamoDBTable(DynamoDbClient ddb,String tableName ) { 

        DescribeTableRequest request = DescribeTableRequest.builder() 
            .tableName(tableName) 
            .build(); 

        try { 
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            TableDescription tableInfo = ddb.describeTable(request).table(); 
            if (tableInfo != null) { 
                System.out.format("Table name  : %s\n", tableInfo.tableName()); 
                System.out.format("Table ARN   : %s\n", tableInfo.tableArn()); 
                System.out.format("Status      : %s\n", tableInfo.tableStatus()); 
                System.out.format("Item count  : %d\n", 
 tableInfo.itemCount().longValue()); 
                System.out.format("Size (bytes): %d\n", 
 tableInfo.tableSizeBytes().longValue()); 

                ProvisionedThroughputDescription throughputInfo = 
 tableInfo.provisionedThroughput(); 
                System.out.println("Throughput"); 
                System.out.format("  Read Capacity : %d\n", 
 throughputInfo.readCapacityUnits().longValue()); 
                System.out.format("  Write Capacity: %d\n", 
 throughputInfo.writeCapacityUnits().longValue()); 

                List<AttributeDefinition> attributes = 
 tableInfo.attributeDefinitions(); 
                System.out.println("Attributes"); 

                for (AttributeDefinition a : attributes) { 
                    System.out.format("  %s (%s)\n", a.attributeName(), 
 a.attributeType()); 
                } 
            } 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("\nDone!"); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeTableリファレンスのを参照してくださ
い。

テーブルの一覧表示

次のコード例は、DynamoDB テーブルを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllTables(DynamoDbClient ddb){ 

        boolean moreTables = true; 
        String lastName = null; 

        while(moreTables) { 
            try { 
                ListTablesResponse response = null; 
                if (lastName == null) { 
                    ListTablesRequest request = ListTablesRequest.builder().build(); 
                    response = ddb.listTables(request); 
                } else { 
                    ListTablesRequest request = ListTablesRequest.builder() 
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                            .exclusiveStartTableName(lastName).build(); 
                    response = ddb.listTables(request); 
                } 

                List<String> tableNames = response.tableNames(); 
                if (tableNames.size() > 0) { 
                    for (String curName : tableNames) { 
                        System.out.format("* %s\n", curName); 
                    } 
                } else { 
                    System.out.println("No tables found!"); 
                    System.exit(0); 
                } 

                lastName = response.lastEvaluatedTableName(); 
                if (lastName == null) { 
                    moreTables = false; 
                } 

            } catch (DynamoDbException e) { 
                System.err.println(e.getMessage()); 
                System.exit(1); 
            } 
        } 
        System.out.println("\nDone!"); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListTablesリファレンスのを参照してください。

テーブルでの項目の配置

次のコード例は、DynamoDB テーブルで項目を配置する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

を使用して、DynamoDbClient項目をテーブルに配置します。

    public static void putItemInTable(DynamoDbClient ddb, 
                                      String tableName, 
                                      String key, 
                                      String keyVal, 
                                      String albumTitle, 
                                      String albumTitleValue, 
                                      String awards, 
                                      String awardVal, 
                                      String songTitle, 
                                      String songTitleVal){ 

        HashMap<String,AttributeValue> itemValues = new HashMap<>(); 
        itemValues.put(key, AttributeValue.builder().s(keyVal).build()); 
        itemValues.put(songTitle, AttributeValue.builder().s(songTitleVal).build()); 
        itemValues.put(albumTitle, 
 AttributeValue.builder().s(albumTitleValue).build()); 
        itemValues.put(awards, AttributeValue.builder().s(awardVal).build()); 

        PutItemRequest request = PutItemRequest.builder() 
            .tableName(tableName) 
            .item(itemValues) 
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            .build(); 

        try { 
            PutItemResponse response = ddb.putItem(request); 
            System.out.println(tableName +" was successfully updated. The request id is 
 "+response.responseMetadata().requestId()); 

        } catch (ResourceNotFoundException e) { 
            System.err.format("Error: The Amazon DynamoDB table \"%s\" can't be found.
\n", tableName); 
            System.err.println("Be sure that it exists and that you've typed its name 
 correctly!"); 
            System.exit(1); 
        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutItemリファレンスのを参照してください。

テーブルに対してクエリを実行する

次のコード例は、DynamoDB テーブルに対してクエリを実行する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

DynamoDbClientを使用してテーブルをクエリします。

    public static int queryTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String 
 partitionKeyName, String partitionKeyVal, String partitionAlias) { 

        // Set up an alias for the partition key name in case it's a reserved word. 
        HashMap<String,String> attrNameAlias = new HashMap<String,String>(); 
        attrNameAlias.put(partitionAlias, partitionKeyName); 

        // Set up mapping of the partition name with the value. 
        HashMap<String, AttributeValue> attrValues = new HashMap<>(); 

        attrValues.put(":"+partitionKeyName, AttributeValue.builder() 
            .s(partitionKeyVal) 
            .build()); 

        QueryRequest queryReq = QueryRequest.builder() 
            .tableName(tableName) 
            .keyConditionExpression(partitionAlias + " = :" + partitionKeyName) 
            .expressionAttributeNames(attrNameAlias) 
            .expressionAttributeValues(attrValues) 
            .build(); 

        try { 
            QueryResponse response = ddb.query(queryReq); 
            return response.count(); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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        return -1; 
    }

DynamoDbClient とセカンダリインデックスを使用してテーブルに対してクエリを実行します。

    public static void queryIndex(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 

        try { 
            Map<String, String> expressionAttributesNames = new HashMap<>(); 
            expressionAttributesNames.put("#year", "year"); 
            Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues = new HashMap<>(); 
            expressionAttributeValues.put(":yearValue", 
 AttributeValue.builder().n("2013").build()); 

            QueryRequest request = QueryRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
                .indexName("year-index") 
                .keyConditionExpression("#year = :yearValue") 
                .expressionAttributeNames(expressionAttributesNames) 
                .expressionAttributeValues(expressionAttributeValues) 
                .build(); 

            System.out.println("=== Movie Titles ==="); 
            QueryResponse response = ddb.query(request); 
            response.items() 
                .forEach(movie -> System.out.println(movie.get("title").s())); 

        } catch (DynamoDbException 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「Query」を参照してくだ
さい。

テーブルのスキャン

次のコード例は、DynamoDB テーブルをスキャンする方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

を使用して Amazon DynamoDB DynamoDbClientテーブルをスキャンします。

    public static void scanItems( DynamoDbClient ddb,String tableName ) { 

        try { 
            ScanRequest scanRequest = ScanRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

            ScanResponse response = ddb.scan(scanRequest); 
            for (Map<String, AttributeValue> item : response.items()) { 
                Set<String> keys = item.keySet(); 
                for (String key : keys) { 
                    System.out.println ("The key name is "+key +"\n" ); 
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                    System.out.println("The value is "+item.get(key).s()); 
                } 
            } 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            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「Scan」を参照してくださ
い。

テーブルの項目の更新

次のコード例は、DynamoDB テーブルで項目を更新する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

DynamoDbClientを使用してテーブル内の項目を更新します。

    public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb, 
                                       String tableName, 
                                       String key, 
                                       String keyVal, 
                                       String name, 
                                       String updateVal){ 

        HashMap<String,AttributeValue> itemKey = new HashMap<>(); 
        itemKey.put(key, AttributeValue.builder() 
            .s(keyVal) 
            .build()); 

        HashMap<String,AttributeValueUpdate> updatedValues = new HashMap<>(); 
        updatedValues.put(name, AttributeValueUpdate.builder() 
            .value(AttributeValue.builder().s(updateVal).build()) 
            .action(AttributeAction.PUT) 
            .build()); 

        UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder() 
            .tableName(tableName) 
            .key(itemKey) 
            .attributeUpdates(updatedValues) 
            .build(); 

        try { 
            ddb.updateItem(request); 
        } catch (ResourceNotFoundException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("The Amazon DynamoDB table was updated!"); 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UpdateItemリファレンスのを参照してくださ
い。

項目のバッチを書き込む

次のコード例は、DynamoDB 項目のバッチを書き込む方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

拡張クライアントを使用して、多数の項目をテーブルに挿入します。

    public static void putBatchRecords(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) { 

        try { 
            DynamoDbTable<Customer> customerMappedTable = 
 enhancedClient.table("Customer", TableSchema.fromBean(Customer.class)); 
            DynamoDbTable<Music> musicMappedTable = enhancedClient.table("Music", 
 TableSchema.fromBean(Music.class)); 
            LocalDate localDate = LocalDate.parse("2020-04-07"); 
            LocalDateTime localDateTime = localDate.atStartOfDay(); 
            Instant instant = localDateTime.toInstant(ZoneOffset.UTC); 

            Customer record2 = new Customer(); 
            record2.setCustName("Fred Pink"); 
            record2.setId("id110"); 
            record2.setEmail("fredp@noserver.com"); 
            record2.setRegistrationDate(instant) ; 

            Customer record3 = new Customer(); 
            record3.setCustName("Susan Pink"); 
            record3.setId("id120"); 
            record3.setEmail("spink@noserver.com"); 
            record3.setRegistrationDate(instant) ; 

            Customer record4 = new Customer(); 
            record4.setCustName("Jerry orange"); 
            record4.setId("id101"); 
            record4.setEmail("jorange@noserver.com"); 
            record4.setRegistrationDate(instant) ; 

            BatchWriteItemEnhancedRequest batchWriteItemEnhancedRequest = 
 BatchWriteItemEnhancedRequest.builder() 
                    .writeBatches( 
                            WriteBatch.builder(Customer.class)          // add items to 
 the Customer table 
                                    .mappedTableResource(customerMappedTable) 
                                    .addPutItem(builder -> builder.item(record2)) 
                                    .addPutItem(builder -> builder.item(record3)) 
                                    .addPutItem(builder -> builder.item(record4)) 
                                    .build(), 
                            WriteBatch.builder(Music.class)             // delete an 
 item from the Music table 
                                    .mappedTableResource(musicMappedTable) 
                                    .addDeleteItem(builder -> builder.key( 
                                            Key.builder().partitionValue("Famous 
 Band").build())) 
                                    .build()) 
                    .build(); 
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            // Add three items to the Customer table and delete one item from the Music 
 table 
            enhancedClient.batchWriteItem(batchWriteItemEnhancedRequest); 

            System.out.println("done"); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI BatchWriteItemリファレンスのを参照してくださ
い。

シナリオ
テーブル、項目、クエリで使用を開始する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• 映画データを保持できるテーブルを作成する。
• テーブルに 1 つの映画を入れ、取得して更新する。
• サンプル JSON ファイルから映画データをテーブルに書き込む。
• 特定の年にリリースされた映画を照会する。
• 何年もの間にリリースされた映画をスキャンする。
• テーブルからムービーを削除し、テーブルを削除します。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

DynamoDB テーブルを作成します。

    // Create a table with a Sort key. 
    public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 
        DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter(); 
        ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>(); 

        // Define attributes. 
        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder() 
            .attributeName("year") 
            .attributeType("N") 
            .build()); 

        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder() 
            .attributeName("title") 
            .attributeType("S") 
            .build()); 

        ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>(); 
        KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder() 
            .attributeName("year") 
            .keyType(KeyType.HASH) 
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            .build(); 

        KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder() 
            .attributeName("title") 
            .keyType(KeyType.RANGE) 
            .build(); 

        // Add KeySchemaElement objects to the list. 
        tableKey.add(key); 
        tableKey.add(key2); 

        CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder() 
            .keySchema(tableKey) 
            .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder() 
                .readCapacityUnits(new Long(10)) 
                .writeCapacityUnits(new Long(10)) 
                .build()) 
            .attributeDefinitions(attributeDefinitions) 
            .tableName(tableName) 
            .build(); 

        try { 
            CreateTableResponse response = ddb.createTable(request); 
            DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

            // Wait until the Amazon DynamoDB table is created. 
            WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse = 
 dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            String newTable = response.tableDescription().tableName(); 
            System.out.println("The " +newTable + " was successfully created."); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

サンプルの JSON ファイルをダウンロードして抽出するヘルパー関数を作成します。

    // Load data into the table. 
    public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String tableName, String fileName) 
 throws IOException { 
        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder() 
            .dynamoDbClient(ddb) 
            .build(); 

        DynamoDbTable<Movies> mappedTable = enhancedClient.table("Movies", 
 TableSchema.fromBean(Movies.class)); 
        JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
        com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
        Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator(); 
        ObjectNode currentNode; 
        int t = 0 ; 
        while (iter.hasNext()) { 
            // Only add 200 Movies to the table. 
            if (t == 200) 
                break ; 
            currentNode = (ObjectNode) iter.next(); 

            int year = currentNode.path("year").asInt(); 
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            String title = currentNode.path("title").asText(); 
            String info = currentNode.path("info").toString(); 

            Movies movies = new Movies(); 
            movies.setYear(year); 
            movies.setTitle(title); 
            movies.setInfo(info); 

            // Put the data into the Amazon DynamoDB Movie table. 
            mappedTable.putItem(movies); 
            t++; 
        } 
    }

テーブルから項目を取得します。

    public static void getItem(DynamoDbClient ddb) { 

        HashMap<String,AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>(); 
        keyToGet.put("year", AttributeValue.builder() 
            .n("1933") 
            .build()); 

        keyToGet.put("title", AttributeValue.builder() 
            .s("King Kong") 
            .build()); 

        GetItemRequest request = GetItemRequest.builder() 
            .key(keyToGet) 
            .tableName("Movies") 
            .build(); 

        try { 
            Map<String,AttributeValue> returnedItem = ddb.getItem(request).item(); 

            if (returnedItem != null) { 
                Set<String> keys = returnedItem.keySet(); 
                System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n"); 

                for (String key1 : keys) { 
                    System.out.format("%s: %s\n", key1, 
 returnedItem.get(key1).toString()); 
                } 
            } else { 
                System.out.format("No item found with the key %s!\n", "year"); 
            } 

        } catch (DynamoDbException e) { 
             System.err.println(e.getMessage()); 
             System.exit(1); 
        } 
    }

完全な例です。

/** 
 *  Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 *  For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 *  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
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 * 
 *  This Java example performs these tasks: 
 * 
 * 1. Creates the Amazon DynamoDB Movie table with partition and sort key. 
 * 2. Puts data into the Amazon DynamoDB table from a JSON document using the Enhanced 
 client. 
 * 3. Gets data from the Movie table. 
 * 4. Adds a new item. 
 * 5. Updates an item. 
 * 6. Uses a Scan to query items using the Enhanced client. 
 * 7. Queries all items where the year is 2013 using the Enhanced Client. 
 * 8. Deletes the table. 
 */

public class Scenario { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <fileName>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    fileName - The path to the moviedata.json file that you can download 
 from the Amazon DynamoDB Developer Guide.\n" ; 

        if (args.length != 1) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String tableName = "Movies"; 
        String fileName = args[0]; 
        ProfileCredentialsProvider credentialsProvider = 
 ProfileCredentialsProvider.create(); 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(credentialsProvider) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon DynamoDB example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Creating an Amazon DynamoDB table named Movies with a 
 key named year and a sort key named title."); 
        createTable(ddb, tableName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Loading data into the Amazon DynamoDB table."); 
        loadData(ddb, tableName, fileName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Getting data from the Movie table."); 
        getItem(ddb) ; 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Putting a record into the Amazon DynamoDB table."); 
        putRecord(ddb); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Updating a record."); 
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        updateTableItem(ddb, tableName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Scanning the Amazon DynamoDB table."); 
        scanMovies(ddb, tableName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Querying the Movies released in 2013."); 
        queryTable(ddb); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Deleting the Amazon DynamoDB table."); 
        deleteDynamoDBTable(ddb, tableName); 
        System.out.println(DASHES); 

        ddb.close(); 
    } 

    // Create a table with a Sort key. 
    public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 
        DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter(); 
        ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>(); 

        // Define attributes. 
        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder() 
            .attributeName("year") 
            .attributeType("N") 
            .build()); 

        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder() 
            .attributeName("title") 
            .attributeType("S") 
            .build()); 

        ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>(); 
        KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder() 
            .attributeName("year") 
            .keyType(KeyType.HASH) 
            .build(); 

        KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder() 
            .attributeName("title") 
            .keyType(KeyType.RANGE) 
            .build(); 

        // Add KeySchemaElement objects to the list. 
        tableKey.add(key); 
        tableKey.add(key2); 

        CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder() 
            .keySchema(tableKey) 
            .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder() 
                .readCapacityUnits(new Long(10)) 
                .writeCapacityUnits(new Long(10)) 
                .build()) 
            .attributeDefinitions(attributeDefinitions) 
            .tableName(tableName) 
            .build(); 

        try { 
            CreateTableResponse response = ddb.createTable(request); 
            DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
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                .build(); 

            // Wait until the Amazon DynamoDB table is created. 
            WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse = 
 dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            String newTable = response.tableDescription().tableName(); 
            System.out.println("The " +newTable + " was successfully created."); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Query the table. 
    public static void queryTable(DynamoDbClient ddb) { 
        try { 
            DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder() 
                .dynamoDbClient(ddb) 
                .build(); 

            DynamoDbTable<Movies> custTable = enhancedClient.table("Movies", 
 TableSchema.fromBean(Movies.class)); 
            QueryConditional queryConditional = QueryConditional 
                .keyEqualTo(Key.builder() 
                .partitionValue(2013) 
                .build()); 

            // Get items in the table and write out the ID value. 
            Iterator<Movies> results = 
 custTable.query(queryConditional).items().iterator(); 
            String result=""; 

            while (results.hasNext()) { 
                Movies rec = results.next(); 
                System.out.println("The title of the movie is "+rec.getTitle()); 
                System.out.println("The movie information  is "+rec.getInfo()); 
            } 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
            } 
        } 

        // Scan the table. 
        public static void scanMovies(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 
            System.out.println("******* Scanning all movies.\n"); 
            try{ 
                DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = 
 DynamoDbEnhancedClient.builder() 
                        .dynamoDbClient(ddb) 
                        .build(); 

                DynamoDbTable<Movies> custTable = enhancedClient.table("Movies", 
 TableSchema.fromBean(Movies.class)); 
                Iterator<Movies> results = custTable.scan().items().iterator(); 
                while (results.hasNext()) { 
                    Movies rec = results.next(); 
                    System.out.println("The movie title is "+rec.getTitle()); 
                    System.out.println("The movie year is " +rec.getYear()); 
                } 

            } catch (DynamoDbException e) { 
                System.err.println(e.getMessage()); 
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                System.exit(1); 
            } 
        } 

    // Load data into the table. 
    public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String tableName, String fileName) 
 throws IOException { 
        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder() 
            .dynamoDbClient(ddb) 
            .build(); 

        DynamoDbTable<Movies> mappedTable = enhancedClient.table("Movies", 
 TableSchema.fromBean(Movies.class)); 
        JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
        com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
        Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator(); 
        ObjectNode currentNode; 
        int t = 0 ; 
        while (iter.hasNext()) { 
            // Only add 200 Movies to the table. 
            if (t == 200) 
                break ; 
            currentNode = (ObjectNode) iter.next(); 

            int year = currentNode.path("year").asInt(); 
            String title = currentNode.path("title").asText(); 
            String info = currentNode.path("info").toString(); 

            Movies movies = new Movies(); 
            movies.setYear(year); 
            movies.setTitle(title); 
            movies.setInfo(info); 

            // Put the data into the Amazon DynamoDB Movie table. 
            mappedTable.putItem(movies); 
            t++; 
        } 
    } 

    // Update the record to include show only directors. 
    public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb, String tableName){ 
        HashMap<String,AttributeValue> itemKey = new HashMap<>(); 
        itemKey.put("year", AttributeValue.builder().n("1933").build()); 
        itemKey.put("title", AttributeValue.builder().s("King Kong").build()); 

        HashMap<String,AttributeValueUpdate> updatedValues = new HashMap<>(); 
        updatedValues.put("info", AttributeValueUpdate.builder() 
            .value(AttributeValue.builder().s("{\"directors\":[\"Merian C. Cooper\",
\"Ernest B. Schoedsack\"]").build()) 
            .action(AttributeAction.PUT) 
            .build()); 

        UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder() 
            .tableName(tableName) 
            .key(itemKey) 
            .attributeUpdates(updatedValues) 
            .build(); 

        try { 
            ddb.updateItem(request); 
        } catch (ResourceNotFoundException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
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            System.exit(1); 
        } 

        System.out.println("Item was updated!"); 
    } 

    public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 
        DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder() 
            .tableName(tableName) 
            .build(); 

        try { 
            ddb.deleteTable(request); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println(tableName +" was successfully deleted!"); 
    } 

    public static void putRecord(DynamoDbClient ddb) { 
        try { 
            DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder() 
                .dynamoDbClient(ddb) 
                .build(); 

            DynamoDbTable<Movies> table = enhancedClient.table("Movies", 
 TableSchema.fromBean(Movies.class)); 

            // Populate the Table. 
            Movies record = new Movies(); 
            record.setYear(2020); 
            record.setTitle("My Movie2"); 
            record.setInfo("no info"); 
            table.putItem(record); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Added a new movie to the table."); 
    } 

    public static void getItem(DynamoDbClient ddb) { 

        HashMap<String,AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>(); 
        keyToGet.put("year", AttributeValue.builder() 
            .n("1933") 
            .build()); 

        keyToGet.put("title", AttributeValue.builder() 
            .s("King Kong") 
            .build()); 

        GetItemRequest request = GetItemRequest.builder() 
            .key(keyToGet) 
            .tableName("Movies") 
            .build(); 

        try { 
            Map<String,AttributeValue> returnedItem = ddb.getItem(request).item(); 

            if (returnedItem != null) { 
                Set<String> keys = returnedItem.keySet(); 
                System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n"); 
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                for (String key1 : keys) { 
                    System.out.format("%s: %s\n", key1, 
 returnedItem.get(key1).toString()); 
                } 
            } else { 
                System.out.format("No item found with the key %s!\n", "year"); 
            } 

        } catch (DynamoDbException 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。
• BatchWriteItem
• CreateTable
• DeleteItem
• DeleteTable
• DescribeTable
• GetItem
• PutItem
• Query
• Scan
• UpdateItem

PartiQL ステートメントのバッチを使用してテーブルにクエリを実行する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• 複数の SELECT ステートメントを実行して、項目のバッチを取得する。
• 複数の INSERT ステートメントを実行して、項目のバッチを追加する。
• 複数の UPDATE ステートメントを実行して、項目のバッチを更新する。
• 複数の DELETE ステートメントを実行して、項目のバッチを削除する。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

public class ScenarioPartiQLBatch { 

    public static void main(String [] args) throws IOException { 

        String tableName = "MoviesPartiQBatch"; 
        ProfileCredentialsProvider credentialsProvider = 
 ProfileCredentialsProvider.create(); 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder() 
            .credentialsProvider(credentialsProvider) 
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            .region(region) 
            .build(); 

        System.out.println("******* Creating an Amazon DynamoDB table named "+tableName 
 +" with a key named year and a sort key named title."); 
        createTable(ddb, tableName); 

        System.out.println("******* Adding multiple records into the "+ tableName +" 
 table using a batch command."); 
        putRecordBatch(ddb); 

        System.out.println("******* Updating multiple records using a batch command."); 
        updateTableItemBatch(ddb); 

        System.out.println("******* Deleting multiple records using a batch command."); 
        deleteItemBatch(ddb); 

        System.out.println("******* Deleting the Amazon DynamoDB table."); 
        deleteDynamoDBTable(ddb, tableName); 
        ddb.close(); 
    } 

    public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 
        DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter(); 
        ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>(); 

        // Define attributes. 
        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder() 
            .attributeName("year") 
            .attributeType("N") 
            .build()); 

        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder() 
            .attributeName("title") 
            .attributeType("S") 
            .build()); 

        ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>(); 
        KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder() 
            .attributeName("year") 
            .keyType(KeyType.HASH) 
            .build(); 

        KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder() 
            .attributeName("title") 
            .keyType(KeyType.RANGE) // Sort 
            .build(); 

        // Add KeySchemaElement objects to the list. 
        tableKey.add(key); 
        tableKey.add(key2); 

        CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder() 
            .keySchema(tableKey) 
            .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder() 
                .readCapacityUnits(new Long(10)) 
                .writeCapacityUnits(new Long(10)) 
                .build()) 
            .attributeDefinitions(attributeDefinitions) 
            .tableName(tableName) 
            .build(); 

        try { 
            CreateTableResponse response = ddb.createTable(request); 
            DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
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                .build(); 

            // Wait until the Amazon DynamoDB table is created. 
            WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse = 
 dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            String newTable = response.tableDescription().tableName(); 
            System.out.println("The " +newTable + " was successfully created."); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void putRecordBatch(DynamoDbClient ddb) { 
        String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQBatch VALUE {'year':?, 
 'title' : ?, 'info' : ?}"; 
        try { 
            // Create three movies to add to the Amazon DynamoDB table. 
            // Set data for Movie 1. 
            List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>(); 

            AttributeValue att1 = AttributeValue.builder() 
                .n(String.valueOf("2022")) 
                .build(); 

            AttributeValue att2 = AttributeValue.builder() 
                .s("My Movie 1") 
                .build(); 

            AttributeValue att3 = AttributeValue.builder() 
                .s("No Information") 
                .build(); 

            parameters.add(att1); 
            parameters.add(att2); 
            parameters.add(att3); 

            BatchStatementRequest statementRequestMovie1 = 
 BatchStatementRequest.builder() 
                .statement(sqlStatement) 
                .parameters(parameters) 
                .build(); 

            // Set data for Movie 2. 
            List<AttributeValue> parametersMovie2 = new ArrayList<>(); 
            AttributeValue attMovie2 = AttributeValue.builder() 
                .n(String.valueOf("2022")) 
                .build(); 

            AttributeValue attMovie2A = AttributeValue.builder() 
                .s("My Movie 2") 
                .build(); 

            AttributeValue attMovie2B = AttributeValue.builder() 
                .s("No Information") 
                .build(); 

            parametersMovie2.add(attMovie2); 
            parametersMovie2.add(attMovie2A); 
            parametersMovie2.add(attMovie2B); 

            BatchStatementRequest statementRequestMovie2 = 
 BatchStatementRequest.builder() 
                .statement(sqlStatement) 
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                .parameters(parametersMovie2) 
                .build(); 

            // Set data for Movie 3. 
            List<AttributeValue> parametersMovie3 = new ArrayList<>(); 
            AttributeValue attMovie3 = AttributeValue.builder() 
                .n(String.valueOf("2022")) 
                .build(); 

            AttributeValue attMovie3A = AttributeValue.builder() 
                .s("My Movie 3") 
                .build(); 

            AttributeValue attMovie3B = AttributeValue.builder() 
                .s("No Information") 
                .build(); 

            parametersMovie3.add(attMovie3); 
            parametersMovie3.add(attMovie3A); 
            parametersMovie3.add(attMovie3B); 

            BatchStatementRequest statementRequestMovie3 = 
 BatchStatementRequest.builder() 
                .statement(sqlStatement) 
                .parameters(parametersMovie3) 
                .build(); 

            // Add all three movies to the list. 
            List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new ArrayList<>(); 
            myBatchStatementList.add(statementRequestMovie1); 
            myBatchStatementList.add(statementRequestMovie2); 
            myBatchStatementList.add(statementRequestMovie3); 

            BatchExecuteStatementRequest batchRequest = 
 BatchExecuteStatementRequest.builder() 
                .statements(myBatchStatementList) 
                .build(); 

            BatchExecuteStatementResponse response = 
 ddb.batchExecuteStatement(batchRequest); 
            System.out.println("ExecuteStatement successful: "+ response.toString()); 
            System.out.println("Added new movies using a batch command."); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void updateTableItemBatch(DynamoDbClient ddb){ 
        String sqlStatement = "UPDATE MoviesPartiQBatch SET info = 'directors\":
[\"Merian C. Cooper\",\"Ernest B. Schoedsack' where year=? and title=?"; 
        List<AttributeValue> parametersRec1 = new ArrayList<>(); 

        // Update three records. 
        AttributeValue att1 = AttributeValue.builder() 
            .n(String.valueOf("2022")) 
            .build(); 

        AttributeValue att2 = AttributeValue.builder() 
            .s("My Movie 1") 
            .build(); 

        parametersRec1.add(att1); 
        parametersRec1.add(att2); 
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        BatchStatementRequest statementRequestRec1 = BatchStatementRequest.builder() 
            .statement(sqlStatement) 
            .parameters(parametersRec1) 
            .build(); 

        // Update record 2. 
        List<AttributeValue> parametersRec2 = new ArrayList<>(); 
        AttributeValue attRec2 = AttributeValue.builder() 
            .n(String.valueOf("2022")) 
            .build(); 

        AttributeValue attRec2a = AttributeValue.builder() 
            .s("My Movie 2") 
            .build(); 

        parametersRec2.add(attRec2); 
        parametersRec2.add(attRec2a); 
        BatchStatementRequest statementRequestRec2 = BatchStatementRequest.builder() 
            .statement(sqlStatement) 
            .parameters(parametersRec2) 
            .build(); 

        // Update record 3. 
        List<AttributeValue> parametersRec3 = new ArrayList<>(); 
        AttributeValue attRec3 = AttributeValue.builder() 
            .n(String.valueOf("2022")) 
            .build(); 

        AttributeValue attRec3a = AttributeValue.builder() 
            .s("My Movie 3") 
            .build(); 

        parametersRec3.add(attRec3); 
        parametersRec3.add(attRec3a); 
        BatchStatementRequest statementRequestRec3 = BatchStatementRequest.builder() 
            .statement(sqlStatement) 
            .parameters(parametersRec3) 
            .build(); 

        // Add all three movies to the list. 
        List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new ArrayList<>(); 
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec1); 
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec2); 
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec3); 

        BatchExecuteStatementRequest batchRequest = 
 BatchExecuteStatementRequest.builder() 
            .statements(myBatchStatementList) 
            .build(); 

        try { 
            BatchExecuteStatementResponse response = 
 ddb.batchExecuteStatement(batchRequest); 
            System.out.println("ExecuteStatement successful: "+ response.toString()); 
            System.out.println("Updated three movies using a batch command."); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Item was updated!"); 
    } 

    public static void deleteItemBatch(DynamoDbClient ddb){ 
        String sqlStatement = "DELETE FROM MoviesPartiQBatch WHERE year = ? and 
 title=?"; 
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        List<AttributeValue> parametersRec1 = new ArrayList<>(); 

        // Specify three records to delete. 
        AttributeValue att1 = AttributeValue.builder() 
            .n(String.valueOf("2022")) 
            .build(); 

        AttributeValue att2 = AttributeValue.builder() 
            .s("My Movie 1") 
            .build(); 

        parametersRec1.add(att1); 
        parametersRec1.add(att2); 

        BatchStatementRequest statementRequestRec1 = BatchStatementRequest.builder() 
            .statement(sqlStatement) 
            .parameters(parametersRec1) 
            .build(); 

        // Specify record 2. 
        List<AttributeValue> parametersRec2 = new ArrayList<>(); 
        AttributeValue attRec2 = AttributeValue.builder() 
            .n(String.valueOf("2022")) 
            .build(); 

        AttributeValue attRec2a = AttributeValue.builder() 
            .s("My Movie 2") 
            .build(); 

        parametersRec2.add(attRec2); 
        parametersRec2.add(attRec2a); 
        BatchStatementRequest statementRequestRec2 = BatchStatementRequest.builder() 
            .statement(sqlStatement) 
            .parameters(parametersRec2) 
            .build(); 

        // Specify record 3. 
        List<AttributeValue> parametersRec3 = new ArrayList<>(); 
        AttributeValue attRec3 = AttributeValue.builder() 
            .n(String.valueOf("2022")) 
            .build(); 

        AttributeValue attRec3a = AttributeValue.builder() 
            .s("My Movie 3") 
            .build(); 

        parametersRec3.add(attRec3); 
        parametersRec3.add(attRec3a); 

        BatchStatementRequest statementRequestRec3 = BatchStatementRequest.builder() 
            .statement(sqlStatement) 
            .parameters(parametersRec3) 
            .build(); 

        // Add all three movies to the list. 
        List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new ArrayList<>(); 
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec1); 
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec2); 
        myBatchStatementList.add(statementRequestRec3); 

        BatchExecuteStatementRequest batchRequest = 
 BatchExecuteStatementRequest.builder() 
            .statements(myBatchStatementList) 
            .build(); 

        try { 
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            ddb.batchExecuteStatement(batchRequest); 
            System.out.println("Deleted three movies using a batch command."); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 
        DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder() 
            .tableName(tableName) 
            .build(); 

        try { 
            ddb.deleteTable(request); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println(tableName +" was successfully deleted!"); 
    } 

    private static ExecuteStatementResponse executeStatementRequest(DynamoDbClient ddb, 
 String statement, List<AttributeValue> parameters ) { 
        ExecuteStatementRequest request = ExecuteStatementRequest.builder() 
            .statement(statement) 
            .parameters(parameters) 
            .build(); 

        return ddb.executeStatement(request); 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI BatchExecuteStatementリファレンスのを参照し
てください。

PartiQL を使用してテーブルに対してクエリを実行する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• SELECT ステートメントを実行して項目を取得する。
• INSERT 文を実行して項目を追加する。
• UPDATE ステートメントを使用して項目を更新する。
• DELETE ステートメントを実行して項目を削除する。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

public class ScenarioPartiQ { 

    public static void main(String [] args) throws IOException { 

        final String usage = "\n" + 
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            "Usage:\n" + 
            "    <fileName>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    fileName - The path to the moviedata.json file that you can download 
 from the Amazon DynamoDB Developer Guide.\n" ; 

       if (args.length != 1) { 
           System.out.println(usage); 
           System.exit(1); 
       } 

       String fileName = args[0]; 
       String tableName = "MoviesPartiQ"; 
       ProfileCredentialsProvider credentialsProvider = 
 ProfileCredentialsProvider.create(); 
       Region region = Region.US_EAST_1; 
       DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder() 
           .credentialsProvider(credentialsProvider) 
           .region(region) 
           .build(); 

       System.out.println("******* Creating an Amazon DynamoDB table named MoviesPartiQ 
 with a key named year and a sort key named title."); 
       createTable(ddb, tableName); 

       System.out.println("******* Loading data into the MoviesPartiQ table."); 
       loadData(ddb, fileName); 

       System.out.println("******* Getting data from the MoviesPartiQ table."); 
       getItem(ddb); 

       System.out.println("******* Putting a record into the MoviesPartiQ table."); 
       putRecord(ddb); 

       System.out.println("******* Updating a record."); 
       updateTableItem(ddb); 

       System.out.println("******* Querying the movies released in 2013."); 
       queryTable(ddb); 

       System.out.println("******* Deleting the Amazon DynamoDB table."); 
       deleteDynamoDBTable(ddb, tableName); 
       ddb.close(); 
    } 

    public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 
        DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter(); 
        ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>(); 

        // Define attributes. 
        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder() 
            .attributeName("year") 
            .attributeType("N") 
            .build()); 

        attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder() 
            .attributeName("title") 
            .attributeType("S") 
            .build()); 

        ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>(); 
        KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder() 
            .attributeName("year") 
            .keyType(KeyType.HASH) 
            .build(); 
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        KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder() 
            .attributeName("title") 
            .keyType(KeyType.RANGE) // Sort 
            .build(); 

        // Add KeySchemaElement objects to the list. 
        tableKey.add(key); 
        tableKey.add(key2); 

        CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder() 
            .keySchema(tableKey) 
            .provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder() 
                .readCapacityUnits(new Long(10)) 
                .writeCapacityUnits(new Long(10)) 
                .build()) 
            .attributeDefinitions(attributeDefinitions) 
            .tableName(tableName) 
            .build(); 

        try { 
            CreateTableResponse response = ddb.createTable(request); 
            DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder() 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

            // Wait until the Amazon DynamoDB table is created. 
            WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse = 
 dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            String newTable = response.tableDescription().tableName(); 
            System.out.println("The " +newTable + " was successfully created."); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Load data into the table. 
    public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String fileName) throws IOException 
 { 

        String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?, 'title' : ?, 
 'info' : ?}"; 
        JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
        com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
        Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator(); 
        ObjectNode currentNode; 
        int t = 0 ; 
        List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>(); 
        while (iter.hasNext()) { 

            // Add 200 movies to the table. 
            if (t == 200) 
                break ; 
            currentNode = (ObjectNode) iter.next(); 

            int year = currentNode.path("year").asInt(); 
            String title = currentNode.path("title").asText(); 
            String info = currentNode.path("info").toString(); 

            AttributeValue att1 = AttributeValue.builder() 
                .n(String.valueOf(year)) 
                .build(); 
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            AttributeValue att2 = AttributeValue.builder() 
                .s(title) 
                .build(); 

            AttributeValue att3 = AttributeValue.builder() 
                .s(info) 
                .build(); 

            parameters.add(att1); 
            parameters.add(att2); 
            parameters.add(att3); 

            // Insert the movie into the Amazon DynamoDB table. 
            executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters); 
            System.out.println("Added Movie " +title); 

            parameters.remove(att1); 
            parameters.remove(att2); 
            parameters.remove(att3); 
            t++; 
        } 
    } 

    public static void getItem(DynamoDbClient ddb) { 

        String sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year=? and title=?"; 
        List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>(); 
        AttributeValue att1 = AttributeValue.builder() 
            .n("2012") 
            .build(); 

        AttributeValue att2 = AttributeValue.builder() 
            .s("The Perks of Being a Wallflower") 
            .build(); 

        parameters.add(att1); 
        parameters.add(att2); 

        try { 
            ExecuteStatementResponse response = executeStatementRequest(ddb, 
 sqlStatement, parameters); 
            System.out.println("ExecuteStatement successful: "+ response.toString()); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void putRecord(DynamoDbClient ddb) { 

        String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?, 'title' : ?, 
 'info' : ?}"; 
        try { 
            List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>(); 

            AttributeValue att1 = AttributeValue.builder() 
                .n(String.valueOf("2020")) 
                .build(); 

            AttributeValue att2 = AttributeValue.builder() 
                .s("My Movie") 
                .build(); 

            AttributeValue att3 = AttributeValue.builder() 
                .s("No Information") 
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                .build(); 

            parameters.add(att1); 
            parameters.add(att2); 
            parameters.add(att3); 

            executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters); 
            System.out.println("Added new movie."); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb){ 

        String sqlStatement = "UPDATE MoviesPartiQ SET info = 'directors\":[\"Merian C. 
 Cooper\",\"Ernest B. Schoedsack' where year=? and title=?"; 
        List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>(); 
        AttributeValue att1 = AttributeValue.builder() 
            .n(String.valueOf("2013")) 
            .build(); 

        AttributeValue att2 = AttributeValue.builder() 
            .s("The East") 
            .build(); 

        parameters.add(att1); 
        parameters.add(att2); 

        try { 
            executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Item was updated!"); 
    } 

    // Query the table where the year is 2013. 
    public static void queryTable(DynamoDbClient ddb) { 
        String sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year = ? ORDER BY 
 year"; 
        try { 

            List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>(); 
            AttributeValue att1 = AttributeValue.builder() 
                .n(String.valueOf("2013")) 
                .build(); 
            parameters.add(att1); 

            // Get items in the table and write out the ID value. 
            ExecuteStatementResponse response = executeStatementRequest(ddb, 
 sqlStatement, parameters); 
            System.out.println("ExecuteStatement successful: "+ response.toString()); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) { 
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        DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder() 
            .tableName(tableName) 
            .build(); 

        try { 
            ddb.deleteTable(request); 

        } catch (DynamoDbException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println(tableName +" was successfully deleted!"); 
    } 

    private static ExecuteStatementResponse executeStatementRequest(DynamoDbClient ddb, 
 String statement, List<AttributeValue> parameters ) { 
        ExecuteStatementRequest request = ExecuteStatementRequest.builder() 
            .statement(statement) 
            .parameters(parameters) 
            .build(); 

        return ddb.executeStatement(request); 
    } 

    private static void processResults(ExecuteStatementResponse executeStatementResult) 
 { 
        System.out.println("ExecuteStatement successful: "+ 
 executeStatementResult.toString()); 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ExecuteStatementリファレンスのを参照してく
ださい。

Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon EC2 の例
次のコード例は、Amazon EC2 を使用して Amazon EC2 を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示
しています。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

開始方法

Hello Amazon EC2

次のコード例は、Amazon EC2 の使用を開始する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

     public static void describeEC2SecurityGroups(Ec2Client ec2, String groupId) { 
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         try { 
             DescribeSecurityGroupsRequest request = 
 DescribeSecurityGroupsRequest.builder() 
                 .groupIds(groupId) 
                 .build(); 

             DescribeSecurityGroupsResponse response = 
 ec2.describeSecurityGroups(request); 
             for(SecurityGroup group : response.securityGroups()) { 
                System.out.printf( 
                    "Found Security Group with id %s, " + 
                            "vpc id %s " + 
                            "and description %s", 
                    group.groupId(), 
                    group.vpcId(), 
                    group.description()); 
             } 

         } catch (Ec2Exception e) { 
             System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
             System.exit(1); 
         } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeSecurityGroupsリファレンスのを参照し
てください。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

Elastic IP アドレスを割り当てる

次のコード例は、Amazon EC2 にインスタンスを割り当てる方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String getAllocateAddress( Ec2Client ec2, String instanceId) { 

        try { 
            AllocateAddressRequest allocateRequest = AllocateAddressRequest.builder() 
                .domain(DomainType.VPC) 
                .build(); 

            AllocateAddressResponse allocateResponse = 
 ec2.allocateAddress(allocateRequest); 
            String allocationId = allocateResponse.allocationId(); 
            AssociateAddressRequest associateRequest = 
 AssociateAddressRequest.builder() 
               .instanceId(instanceId) 
               .allocationId(allocationId) 
               .build(); 
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            AssociateAddressResponse associateResponse = 
 ec2.associateAddress(associateRequest); 
            return associateResponse.associationId(); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
           System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AllocateAddressリファレンスのを参照してくだ
さい。

Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付ける

次のコード例は、Elastic IP アドレスを Amazon EC2 インスタンスに関連付ける方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String associateAddress(Ec2Client ec2, String instanceId, String 
 allocationId) { 
        try { 
            AssociateAddressRequest associateRequest = 
 AssociateAddressRequest.builder() 
                .instanceId(instanceId) 
                .allocationId(allocationId) 
                .build(); 

            AssociateAddressResponse associateResponse = 
 ec2.associateAddress(associateRequest); 
            return associateResponse.associationId(); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AssociateAddressリファレンスのを参照してく
ださい。

セキュリティグループの作成

次のコード例は、Amazon EC2 セキュリティグループを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static String createEC2SecurityGroup( Ec2Client ec2,String groupName, String 
 groupDesc, String vpcId) { 
        try { 

            CreateSecurityGroupRequest createRequest = 
 CreateSecurityGroupRequest.builder() 
                .groupName(groupName) 
                .description(groupDesc) 
                .vpcId(vpcId) 
                .build(); 

            CreateSecurityGroupResponse resp= ec2.createSecurityGroup(createRequest); 

            IpRange ipRange = IpRange.builder() 
                .cidrIp("0.0.0.0/0").build(); 

            IpPermission ipPerm = IpPermission.builder() 
                .ipProtocol("tcp") 
                .toPort(80) 
                .fromPort(80) 
                .ipRanges(ipRange) 
                .build(); 

            IpPermission ipPerm2 = IpPermission.builder() 
                .ipProtocol("tcp") 
                .toPort(22) 
                .fromPort(22) 
                .ipRanges(ipRange) 
                .build(); 

            AuthorizeSecurityGroupIngressRequest authRequest = 
                AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder() 
                    .groupName(groupName) 
                    .ipPermissions(ipPerm, ipPerm2) 
                    .build(); 

            AuthorizeSecurityGroupIngressResponse authResponse = 
            ec2.authorizeSecurityGroupIngress(authRequest); 
            System.out.printf("Successfully added ingress policy to Security Group %s", 
 groupName); 
            return resp.groupId(); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateSecurityGroupリファレンスのを参照して
ください。

セキュリティkey pair を作成する

次のコード例は、Amazon EC2 のセキュリティkey pair を作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void createEC2KeyPair(Ec2Client ec2,String keyName ) { 
        try { 
            CreateKeyPairRequest request = CreateKeyPairRequest.builder() 
                .keyName(keyName) 
                .build(); 

            ec2.createKeyPair(request); 
            System.out.printf("Successfully created key pair named %s", keyName); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
     }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateKeyPairリファレンスのを参照してくださ
い。

インスタンスを作成して実行する

次のコード例は、Amazon EC2 インスタンスを作成および実行する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createEC2Instance(Ec2Client ec2,String name, String amiId ) { 

        RunInstancesRequest runRequest = RunInstancesRequest.builder() 
            .imageId(amiId) 
            .instanceType(InstanceType.T1_MICRO) 
            .maxCount(1) 
            .minCount(1) 
            .build(); 

        RunInstancesResponse response = ec2.runInstances(runRequest); 
        String instanceId = response.instances().get(0).instanceId(); 
        Tag tag = Tag.builder() 
            .key("Name") 
            .value(name) 
            .build(); 

        CreateTagsRequest tagRequest = CreateTagsRequest.builder() 
            .resources(instanceId) 
            .tags(tag) 
            .build(); 

        try { 
            ec2.createTags(tagRequest); 
            System.out.printf(  "Successfully started EC2 Instance %s based on AMI %s", 
 instanceId, amiId); 
            return instanceId; 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
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        } 

        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI RunInstancesリファレンスのを参照してくださ
い。

セキュリティグループを削除する

次のコード例は、Amazon EC2 セキュリティグループを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteEC2SecGroup(Ec2Client ec2,String groupId) { 

        try { 
            DeleteSecurityGroupRequest request = DeleteSecurityGroupRequest.builder() 
                .groupId(groupId) 
                .build(); 

            ec2.deleteSecurityGroup(request); 
            System.out.printf("Successfully deleted Security Group with id %s", 
 groupId); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
     }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteSecurityGroupリファレンスのを参照して
ください。

セキュリティkey pair を削除する

次のコード例は、Amazon EC2 セキュリティkey pair を削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteKeys(Ec2Client ec2, String keyPair) { 

        try { 
            DeleteKeyPairRequest request = DeleteKeyPairRequest.builder() 
                .keyName(keyPair) 
                .build(); 

420

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/RunInstances
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/ec2#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/DeleteSecurityGroup
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/ec2#readme


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

            ec2.deleteKeyPair(request); 
            System.out.printf("Successfully deleted key pair named %s", keyPair); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteKeyPairリファレンスのを参照してくださ
い。

インスタンスの説明

次のコード例は、Amazon EC2 インスタンスを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String describeEC2Instances( Ec2Client ec2, String newInstanceId) { 
        try { 
            String pubAddress = ""; 
            boolean isRunning = false; 
            DescribeInstancesRequest request = DescribeInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(newInstanceId) 
                .build(); 

            while (!isRunning) { 
                DescribeInstancesResponse response = ec2.describeInstances(request); 
                String state = 
 response.reservations().get(0).instances().get(0).state().name().name(); 
                if (state.compareTo("RUNNING") ==0) { 
                     System.out.println("Image id is " + 
 response.reservations().get(0).instances().get(0).imageId()); 
                     System.out.println("Instance type is " + 
 response.reservations().get(0).instances().get(0).instanceType()); 
                     System.out.println("Instance state is " + 
 response.reservations().get(0).instances().get(0).state().name()); 
                     pubAddress = 
 response.reservations().get(0).instances().get(0).publicIpAddress(); 
                     System.out.println("Instance address is " + pubAddress); 
                     isRunning = true; 
                } 
            } 
            return pubAddress; 
        } catch (SsmException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeInstancesリファレンスのを参照してく
ださい。
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Elastic IP アドレスをインスタンスから関連付けを解除する

次のコード例は、Elastic IP アドレスを Amazon EC2 インスタンスから切り離す方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void disassociateAddress(Ec2Client ec2, String associationId) { 
        try { 
            DisassociateAddressRequest addressRequest = 
 DisassociateAddressRequest.builder() 
                .associationId(associationId) 
                .build(); 

            ec2.disassociateAddress(addressRequest); 
            System.out.println("You successfully disassociated the address!"); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DisassociateAddressリファレンスのを参照して
ください。

セキュリティグループに関するデータを取得する

次のコード例は、Amazon EC2 セキュリティグループに関するデータを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeSecurityGroups(Ec2Client ec2, String groupId) { 
        try { 
            DescribeSecurityGroupsRequest request = 
 DescribeSecurityGroupsRequest.builder() 
                .groupIds(groupId) 
                .build(); 

            DescribeSecurityGroupsResponse response = 
 ec2.describeSecurityGroups(request); 
            for(SecurityGroup group : response.securityGroups()) { 
                System.out.println( "Found Security Group with Id " +group.groupId() +" 
 and group VPC "+ group.vpcId()); 
            } 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeSecurityGroupsリファレンスのを参照し
てください。

のインスタンスタイプに関する情報を取得する

次のコード例は、Amazon EC2 インスタンスタイプに関するデータを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    // Get a list of instance types. 
    public static String getInstanceTypes(Ec2Client ec2) { 
        String instanceType=""; 
        try { 
            List<Filter> filters = new ArrayList<>(); 
            Filter filter = Filter.builder() 
                .name("processor-info.supported-architecture") 
                .values("arm64") 
                .build(); 

            filters.add(filter); 
            DescribeInstanceTypesRequest typesRequest = 
 DescribeInstanceTypesRequest.builder() 
                .filters(filters) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            DescribeInstanceTypesResponse response = 
 ec2.describeInstanceTypes(typesRequest); 
            List<InstanceTypeInfo> instanceTypes = response.instanceTypes(); 
            for (InstanceTypeInfo type: instanceTypes) { 
                System.out.println("The memory information of this type is 
 "+type.memoryInfo().sizeInMiB()); 
                System.out.println("Network information is 
 "+type.networkInfo().toString()); 
                instanceType = type.instanceType().toString(); 
            } 

            return instanceType; 

        } catch (SsmException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeInstanceTypesリファレンスのを参照し
てください。

セキュリティキーのペアを一覧表示します。

次のコード例は、Amazon EC2 セキュリティキーペアを一覧表示する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeEC2Keys( Ec2Client ec2){ 

        try { 
            DescribeKeyPairsResponse response = ec2.describeKeyPairs(); 
            response.keyPairs().forEach(keyPair -> System.out.printf( 
                "Found key pair with name %s " + 
                   "and fingerprint %s", 
                    keyPair.keyName(), 
                    keyPair.keyFingerprint()) 
            ); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
         } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeKeyPairsリファレンスのを参照してく
ださい。

Elastic IP アドレスを解放する

次のコード例は、Elastic IP アドレスを解放する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void releaseEC2Address(Ec2Client ec2,String allocId) { 

        try { 
            ReleaseAddressRequest request = ReleaseAddressRequest.builder() 
                .allocationId(allocId) 
                .build(); 

            ec2.releaseAddress(request); 
            System.out.printf("Successfully released elastic IP address %s", allocId); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
     }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ReleaseAddressリファレンスのを参照してくだ
さい。
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セキュリティグループのインバウンドのルールの設定

次のコード例は、Amazon EC2 セキュリティグループに対するインバウンドルールを設定する方法を示し
ています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createSecurityGroup(Ec2Client ec2,String groupName, String 
 groupDesc, String vpcId, String myIpAddress) { 
        try { 
            CreateSecurityGroupRequest createRequest = 
 CreateSecurityGroupRequest.builder() 
                .groupName(groupName) 
                .description(groupDesc) 
                .vpcId(vpcId) 
                .build(); 

            CreateSecurityGroupResponse resp= ec2.createSecurityGroup(createRequest); 
            IpRange ipRange = IpRange.builder() 
                .cidrIp(myIpAddress+"/0") 
                .build(); 

            IpPermission ipPerm = IpPermission.builder() 
                .ipProtocol("tcp") 
                .toPort(80) 
                .fromPort(80) 
                .ipRanges(ipRange) 
                .build(); 

            IpPermission ipPerm2 = IpPermission.builder() 
                .ipProtocol("tcp") 
                .toPort(22) 
                .fromPort(22) 
                .ipRanges(ipRange) 
                .build(); 

            AuthorizeSecurityGroupIngressRequest authRequest = 
 AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder() 
                .groupName(groupName) 
                .ipPermissions(ipPerm, ipPerm2) 
                .build(); 

            ec2.authorizeSecurityGroupIngress(authRequest); 
            System.out.println("Successfully added ingress policy to security group 
 "+groupName); 
            return resp.groupId(); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AuthorizeSecurityGroupIngressリファレンスの
を参照してください。

425

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/ec2#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/AuthorizeSecurityGroupIngress


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

インスタンスの起動

次のコード例は、Amazon EC2 インスタンスを開始する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void startInstance(Ec2Client ec2, String instanceId) { 
        Ec2Waiter ec2Waiter = Ec2Waiter.builder() 
            .overrideConfiguration(b -> b.maxAttempts(100)) 
            .client(ec2) 
            .build(); 

        StartInstancesRequest request = StartInstancesRequest.builder() 
            .instanceIds(instanceId) 
            .build(); 

        System.out.println("Use an Ec2Waiter to wait for the instance to run. This will 
 take a few minutes."); 
        ec2.startInstances(request); 
        DescribeInstancesRequest instanceRequest = DescribeInstancesRequest.builder() 
            .instanceIds(instanceId) 
            .build(); 

        WaiterResponse<DescribeInstancesResponse> waiterResponse = 
 ec2Waiter.waitUntilInstanceRunning(instanceRequest); 
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
        System.out.println("Successfully started instance "+instanceId); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI StartInstancesリファレンスのを参照してくださ
い。

インスタンスの停止

次のコード例は、Amazon EC2 インスタンスを停止する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void stopInstance(Ec2Client ec2, String instanceId) { 
        Ec2Waiter ec2Waiter = Ec2Waiter.builder() 
            .overrideConfiguration(b -> b.maxAttempts(100)) 
            .client(ec2) 
            .build(); 
        StopInstancesRequest request = StopInstancesRequest.builder() 
            .instanceIds(instanceId) 
            .build(); 

        System.out.println("Use an Ec2Waiter to wait for the instance to stop. This 
 will take a few minutes."); 
        ec2.stopInstances(request); 
        DescribeInstancesRequest instanceRequest = DescribeInstancesRequest.builder() 
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            .instanceIds(instanceId) 
            .build(); 

       WaiterResponse<DescribeInstancesResponse> waiterResponse = 
 ec2Waiter.waitUntilInstanceStopped(instanceRequest); 
       waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
       System.out.println("Successfully stopped instance "+instanceId); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI StopInstancesリファレンスのを参照してくださ
い。

インスタンスの終了

次のコード例は、Amazon EC2 インスタンスを終了する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void terminateEC2( Ec2Client ec2, String instanceID) { 

        try{ 
            TerminateInstancesRequest ti = TerminateInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(instanceID) 
                .build(); 

            TerminateInstancesResponse response = ec2.terminateInstances(ti); 
            List<InstanceStateChange> list = response.terminatingInstances(); 
            for (InstanceStateChange sc : list) { 
                System.out.println("The ID of the terminated instance is " + 
 sc.instanceId()); 
            } 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI TerminateInstancesリファレンスのを参照してく
ださい。

シナリオ
インスタンスの開始方法

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• key pair とセキュリティグループを作成します。
• Amazon マシンイメージ (AMI) と互換性のあるインスタンスタイプを選択し、インスタンスを作成しま

す。
• インスタンスを停止し、再起動します。
• Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付ける。
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• SSH でインスタンスConnect して、リソースをクリーンアップする。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * This Java example performs the following tasks: 
 * 
 * 1. Creates an RSA key pair and saves the private key data as a .pem file. 
 * 2. Lists key pairs. 
 * 3. Creates a security group for the default VPC. 
 * 4. Displays security group information. 
 * 5. Gets a list of Amazon Linux 2 AMIs and selects one. 
 * 6. Gets more information about the image. 
 * 7. Gets a list of instance types that are compatible with the selected AMI’s 
 architecture. 
 * 8. Creates an instance with the key pair, security group, AMI, and an instance type. 
 * 9. Displays information about the instance. 
 * 10. Stops the instance and waits for it to stop. 
 * 11. Starts the instance and waits for it to start. 
 * 12. Allocates an Elastic IP address and associates it with the instance. 
 * 13. Displays SSH connection info for the instance. 
 * 14. Disassociates and deletes the Elastic IP address. 
 * 15. Terminates the instance and waits for it to terminate. 
 * 16. Deletes the security group. 
 * 17. Deletes the key pair. 
 */
public class EC2Scenario { 

    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "   <keyName> <fileName> <groupName> <groupDesc> <vpcId>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "   keyName -  A key pair name (for example, TestKeyPair). \n\n" + 
            "   fileName -  A file name where the key information is written to. \n\n" 
 + 
            "   groupName - The name of the security group. \n\n" + 
            "   groupDesc - The description of the security group. \n\n" + 
            "   vpcId - A VPC Id value. You can get this value from the AWS Management 
 Console. \n\n" + 
            "   myIpAddress - The IP address of your development machine. \n\n" ; 

        if (args.length != 6) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String keyName = args[0]; 
        String fileName = args[1]; 
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        String groupName = args[2]; 
        String groupDesc = args[3]; 
        String vpcId = args[4]; 
        String myIpAddress = args[5]; 

        Region region = Region.US_WEST_2; 
        Ec2Client ec2 = Ec2Client.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        SsmClient ssmClient = SsmClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon EC2 example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Create an RSA key pair and save the private key material 
 as a .pem file."); 
        createKeyPair(ec2, keyName, fileName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. List key pairs."); 
        describeKeys(ec2); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Create a security group."); 
        String groupId = createSecurityGroup(ec2, groupName, groupDesc, vpcId, 
 myIpAddress); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Display security group info for the newly created 
 security group."); 
        describeSecurityGroups(ec2, groupId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Get a list of Amazon Linux 2 AMIs and selects one with 
 amzn2 in the name."); 
        String instanceId = getParaValues(ssmClient); 
        System.out.println("The instance Id is "+instanceId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Get more information about an amzn2 image."); 
        String amiValue = describeImage(ec2, instanceId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Get a list of instance types."); 
        String instanceType = getInstanceTypes(ec2); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Create an instance."); 
        String newInstanceId = runInstance(ec2, instanceType, keyName, groupName, 
 amiValue ); 
        System.out.println("The instance Id is "+newInstanceId); 
        System.out.println(DASHES); 
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        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. Display information about the running instance. "); 
        String ipAddress = describeEC2Instances(ec2, newInstanceId); 
        System.out.println("You can SSH to the instance using this command:"); 
        System.out.println("ssh -i "+fileName +"ec2-user@"+ipAddress); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. Stop the instance and use a waiter."); 
        stopInstance(ec2, newInstanceId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("11. Start the instance and use a waiter."); 
        startInstance(ec2, newInstanceId); 
        ipAddress = describeEC2Instances(ec2, newInstanceId); 
        System.out.println("You can SSH to the instance using this command:"); 
        System.out.println("ssh -i "+fileName +"ec2-user@"+ipAddress); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("12. Allocate an Elastic IP address and associate it with 
 the instance."); 
        String allocationId = allocateAddress(ec2); 
        System.out.println("The allocation Id value is "+allocationId); 
        String associationId = associateAddress(ec2, newInstanceId, allocationId); 
        System.out.println("The associate Id value is "+associationId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("13. Describe the instance again."); 
        ipAddress = describeEC2Instances(ec2, newInstanceId); 
        System.out.println("You can SSH to the instance using this command:"); 
        System.out.println("ssh -i "+fileName +"ec2-user@"+ipAddress); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("14. Disassociate and release the Elastic IP address."); 
        disassociateAddress(ec2, associationId); 
        releaseEC2Address(ec2, allocationId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("15. Terminate the instance and use a waiter."); 
        terminateEC2(ec2, newInstanceId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("16. Delete the security group."); 
        deleteEC2SecGroup(ec2, groupId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("17. Delete the key."); 
        deleteKeys(ec2, keyName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("You successfully completed the Amazon EC2 scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 
        ec2.close(); 
    } 

    public static void deleteEC2SecGroup(Ec2Client ec2,String groupId) { 
        try { 
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            DeleteSecurityGroupRequest request = DeleteSecurityGroupRequest.builder() 
                .groupId(groupId) 
                .build(); 

            ec2.deleteSecurityGroup(request); 
            System.out.println("Successfully deleted security group with Id " 
 +groupId); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void terminateEC2(Ec2Client ec2, String instanceId) { 
        try{ 
            Ec2Waiter ec2Waiter = Ec2Waiter.builder() 
                .overrideConfiguration(b -> b.maxAttempts(100)) 
                .client(ec2) 
                .build(); 

            TerminateInstancesRequest ti = TerminateInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(instanceId) 
                .build(); 

            System.out.println("Use an Ec2Waiter to wait for the instance to terminate. 
 This will take a few minutes."); 
            ec2.terminateInstances(ti); 
            DescribeInstancesRequest instanceRequest = 
 DescribeInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(instanceId) 
                .build(); 

            WaiterResponse<DescribeInstancesResponse> waiterResponse = 
 ec2Waiter.waitUntilInstanceTerminated(instanceRequest); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            System.out.println("Successfully started instance "+instanceId); 
            System.out.println(instanceId +" is terminated!"); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteKeys(Ec2Client ec2, String keyPair) { 
        try { 
            DeleteKeyPairRequest request = DeleteKeyPairRequest.builder() 
                .keyName(keyPair) 
                .build(); 

            ec2.deleteKeyPair(request); 
            System.out.println("Successfully deleted key pair named "+keyPair); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void releaseEC2Address(Ec2Client ec2,String allocId) { 
        try { 
            ReleaseAddressRequest request = ReleaseAddressRequest.builder() 
                .allocationId(allocId) 
                .build(); 
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            ec2.releaseAddress(request); 
            System.out.println("Successfully released Elastic IP address "+allocId); 
        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void disassociateAddress(Ec2Client ec2, String associationId) { 
        try { 
            DisassociateAddressRequest addressRequest = 
 DisassociateAddressRequest.builder() 
                .associationId(associationId) 
                .build(); 

            ec2.disassociateAddress(addressRequest); 
            System.out.println("You successfully disassociated the address!"); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String associateAddress(Ec2Client ec2, String instanceId, String 
 allocationId) { 
        try { 
            AssociateAddressRequest associateRequest = 
 AssociateAddressRequest.builder() 
                .instanceId(instanceId) 
                .allocationId(allocationId) 
                .build(); 

            AssociateAddressResponse associateResponse = 
 ec2.associateAddress(associateRequest); 
            return associateResponse.associationId(); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static String allocateAddress(Ec2Client ec2) { 
        try { 
            AllocateAddressRequest allocateRequest = AllocateAddressRequest.builder() 
                .domain(DomainType.VPC) 
                .build(); 

            AllocateAddressResponse allocateResponse = 
 ec2.allocateAddress(allocateRequest); 
            return allocateResponse.allocationId(); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void startInstance(Ec2Client ec2, String instanceId) { 
        Ec2Waiter ec2Waiter = Ec2Waiter.builder() 
            .overrideConfiguration(b -> b.maxAttempts(100)) 
            .client(ec2) 
            .build(); 
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        StartInstancesRequest request = StartInstancesRequest.builder() 
            .instanceIds(instanceId) 
            .build(); 

        System.out.println("Use an Ec2Waiter to wait for the instance to run. This will 
 take a few minutes."); 
        ec2.startInstances(request); 
        DescribeInstancesRequest instanceRequest = DescribeInstancesRequest.builder() 
            .instanceIds(instanceId) 
            .build(); 

        WaiterResponse<DescribeInstancesResponse> waiterResponse = 
 ec2Waiter.waitUntilInstanceRunning(instanceRequest); 
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
        System.out.println("Successfully started instance "+instanceId); 
    } 

    public static void stopInstance(Ec2Client ec2, String instanceId) { 
        Ec2Waiter ec2Waiter = Ec2Waiter.builder() 
            .overrideConfiguration(b -> b.maxAttempts(100)) 
            .client(ec2) 
            .build(); 
        StopInstancesRequest request = StopInstancesRequest.builder() 
            .instanceIds(instanceId) 
            .build(); 

        System.out.println("Use an Ec2Waiter to wait for the instance to stop. This 
 will take a few minutes."); 
        ec2.stopInstances(request); 
        DescribeInstancesRequest instanceRequest = DescribeInstancesRequest.builder() 
            .instanceIds(instanceId) 
            .build(); 

       WaiterResponse<DescribeInstancesResponse> waiterResponse = 
 ec2Waiter.waitUntilInstanceStopped(instanceRequest); 
       waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
       System.out.println("Successfully stopped instance "+instanceId); 
    } 

    public static String describeEC2Instances( Ec2Client ec2, String newInstanceId) { 
        try { 
            String pubAddress = ""; 
            boolean isRunning = false; 
            DescribeInstancesRequest request = DescribeInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(newInstanceId) 
                .build(); 

            while (!isRunning) { 
                DescribeInstancesResponse response = ec2.describeInstances(request); 
                String state = 
 response.reservations().get(0).instances().get(0).state().name().name(); 
                if (state.compareTo("RUNNING") ==0) { 
                     System.out.println("Image id is " + 
 response.reservations().get(0).instances().get(0).imageId()); 
                     System.out.println("Instance type is " + 
 response.reservations().get(0).instances().get(0).instanceType()); 
                     System.out.println("Instance state is " + 
 response.reservations().get(0).instances().get(0).state().name()); 
                     pubAddress = 
 response.reservations().get(0).instances().get(0).publicIpAddress(); 
                     System.out.println("Instance address is " + pubAddress); 
                     isRunning = true; 
                } 
            } 
            return pubAddress; 
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        } catch (SsmException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static String runInstance(Ec2Client ec2, String instanceType, String 
 keyName, String groupName, String amiId ) { 
        try { 
            RunInstancesRequest runRequest = RunInstancesRequest.builder() 
                .instanceType(instanceType) 
                .keyName(keyName) 
                .securityGroups(groupName) 
                .maxCount(1) 
                .minCount(1) 
                .imageId(amiId) 
                .build(); 

            RunInstancesResponse response = ec2.runInstances(runRequest); 
            String instanceId = response.instances().get(0).instanceId(); 
            System.out.println("Successfully started EC2 instance "+instanceId +" based 
 on AMI "+amiId); 
            return instanceId; 

        } catch (SsmException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    // Get a list of instance types. 
    public static String getInstanceTypes(Ec2Client ec2) { 
        String instanceType=""; 
        try { 
            List<Filter> filters = new ArrayList<>(); 
            Filter filter = Filter.builder() 
                .name("processor-info.supported-architecture") 
                .values("arm64") 
                .build(); 

            filters.add(filter); 
            DescribeInstanceTypesRequest typesRequest = 
 DescribeInstanceTypesRequest.builder() 
                .filters(filters) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            DescribeInstanceTypesResponse response = 
 ec2.describeInstanceTypes(typesRequest); 
            List<InstanceTypeInfo> instanceTypes = response.instanceTypes(); 
            for (InstanceTypeInfo type: instanceTypes) { 
                System.out.println("The memory information of this type is 
 "+type.memoryInfo().sizeInMiB()); 
                System.out.println("Network information is 
 "+type.networkInfo().toString()); 
                instanceType = type.instanceType().toString(); 
            } 

            return instanceType; 

        } catch (SsmException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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        return ""; 
    } 

    // Display the Description field that corresponds to the instance Id value. 
    public static String describeImage(Ec2Client ec2, String instanceId) { 
        try { 
            DescribeImagesRequest imagesRequest = DescribeImagesRequest.builder() 
                .imageIds(instanceId) 
                .build(); 

            DescribeImagesResponse response = ec2.describeImages(imagesRequest); 
            System.out.println("The description of the first image is 
 "+response.images().get(0).description()); 
            System.out.println("The name of the first image is 
 "+response.images().get(0).name()); 

            // Return the image Id value. 
            return response.images().get(0).imageId(); 

        } catch (SsmException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    // Get the Id value of an instance with amzn2 in the name. 
    public static String getParaValues(SsmClient ssmClient) { 
        try { 
            GetParametersByPathRequest parameterRequest = 
 GetParametersByPathRequest.builder() 
                .path("/aws/service/ami-amazon-linux-latest") 
                .build(); 

            GetParametersByPathIterable responses = 
 ssmClient.getParametersByPathPaginator(parameterRequest); 
            for (software.amazon.awssdk.services.ssm.model.GetParametersByPathResponse 
 response : responses) { 
                System.out.println("Test "+response.nextToken()); 
                List<Parameter> parameterList = response.parameters(); 
                for (Parameter para: parameterList) { 
                    System.out.println("The name of the para is: "+para.name()); 
                    System.out.println("The type of the para is: "+para.type()); 
                    if (filterName(para.name())) { 
                        return para.value(); 
                    } 
                } 
            } 

        } catch (SsmException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return "" ; 
    } 

    // Return true if the name has amzn2 in it. For example: 
    // /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-arm64-gp2 
    private static boolean filterName(String name) { 
        String[] parts = name.split("/"); 
        String myValue = parts[4]; 
        return myValue.contains("amzn2"); 
    } 

    public static void describeSecurityGroups(Ec2Client ec2, String groupId) { 
        try { 
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            DescribeSecurityGroupsRequest request = 
 DescribeSecurityGroupsRequest.builder() 
                .groupIds(groupId) 
                .build(); 

            DescribeSecurityGroupsResponse response = 
 ec2.describeSecurityGroups(request); 
            for(SecurityGroup group : response.securityGroups()) { 
                System.out.println( "Found Security Group with Id " +group.groupId() +" 
 and group VPC "+ group.vpcId()); 
            } 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String createSecurityGroup(Ec2Client ec2,String groupName, String 
 groupDesc, String vpcId, String myIpAddress) { 
        try { 
            CreateSecurityGroupRequest createRequest = 
 CreateSecurityGroupRequest.builder() 
                .groupName(groupName) 
                .description(groupDesc) 
                .vpcId(vpcId) 
                .build(); 

            CreateSecurityGroupResponse resp= ec2.createSecurityGroup(createRequest); 
            IpRange ipRange = IpRange.builder() 
                .cidrIp(myIpAddress+"/0") 
                .build(); 

            IpPermission ipPerm = IpPermission.builder() 
                .ipProtocol("tcp") 
                .toPort(80) 
                .fromPort(80) 
                .ipRanges(ipRange) 
                .build(); 

            IpPermission ipPerm2 = IpPermission.builder() 
                .ipProtocol("tcp") 
                .toPort(22) 
                .fromPort(22) 
                .ipRanges(ipRange) 
                .build(); 

            AuthorizeSecurityGroupIngressRequest authRequest = 
 AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder() 
                .groupName(groupName) 
                .ipPermissions(ipPerm, ipPerm2) 
                .build(); 

            ec2.authorizeSecurityGroupIngress(authRequest); 
            System.out.println("Successfully added ingress policy to security group 
 "+groupName); 
            return resp.groupId(); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void describeKeys( Ec2Client ec2){ 
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        try { 
            DescribeKeyPairsResponse response = ec2.describeKeyPairs(); 
            response.keyPairs().forEach(keyPair -> System.out.printf( 
                "Found key pair with name %s " + 
                    "and fingerprint %s", 
                keyPair.keyName(), 
                keyPair.keyFingerprint()) 
            ); 

        } catch (Ec2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createKeyPair(Ec2Client ec2, String keyName, String fileName) { 
        try { 
            CreateKeyPairRequest request = CreateKeyPairRequest.builder() 
                .keyName(keyName) 
                .build(); 

            CreateKeyPairResponse response = ec2.createKeyPair(request); 
            String content = response.keyMaterial(); 
            BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(fileName)); 
            writer.write(content); 
            writer.close(); 
            System.out.println("Successfully created key pair named "+keyName); 

        } catch (Ec2Exception | IOException 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。
• AllocateAddress
• AssociateAddress
• AuthorizeSecurityGroupIngress
• CreateKeyPair
• CreateSecurityGroup
• DeleteKeyPair
• DeleteSecurityGroup
• DescribeImages
• DescribeInstanceTypes
• DescribeInstances
• DescribeKeyPairs
• DescribeSecurityGroups
• DisassociateAddress
• ReleaseAddress
• RunInstances
• StartInstances
• StopInstances
• TerminateInstances
• UnmonitorInstances

437

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/AllocateAddress
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/AssociateAddress
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/AuthorizeSecurityGroupIngress
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/CreateKeyPair
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/CreateSecurityGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/DeleteKeyPair
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/DeleteSecurityGroup
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/DescribeImages
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/DescribeInstanceTypes
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/DescribeInstances
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/DescribeKeyPairs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/DescribeSecurityGroups
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/DisassociateAddress
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/ReleaseAddress
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/RunInstances
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/StartInstances
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/StopInstances
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/TerminateInstances
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/ec2-2016-11-15/UnmonitorInstances


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

Java 2.x 用 SDK を使用したAuto Scaling 例
次のコード例は、を使用して Auto ID を使用して Auto Scaling ID を使用して一般的なシナリオを実装する
方法を示しています。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

グループを作成する

次のコード例は、Auto Scaling グループを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createAutoScalingGroup(AutoScalingClient autoScalingClient, 
                                              String groupName, 
                                              String launchTemplateName, 
                                              String serviceLinkedRoleARN, 
                                              String vpcZoneId) { 

        try { 
            AutoScalingWaiter waiter = autoScalingClient.waiter(); 
            LaunchTemplateSpecification templateSpecification = 
 LaunchTemplateSpecification.builder() 
                .launchTemplateName(launchTemplateName) 
                .build(); 

            CreateAutoScalingGroupRequest request = 
 CreateAutoScalingGroupRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .availabilityZones("us-east-1a") 
                .launchTemplate(templateSpecification) 
                .maxSize(1) 
                .minSize(1) 
                .vpcZoneIdentifier(vpcZoneId) 
                .serviceLinkedRoleARN(serviceLinkedRoleARN) 
                .build(); 

            autoScalingClient.createAutoScalingGroup(request); 
            DescribeAutoScalingGroupsRequest groupsRequest = 
 DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder() 
                .autoScalingGroupNames(groupName) 
                .build(); 
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            WaiterResponse<DescribeAutoScalingGroupsResponse> waiterResponse = 
 waiter.waitUntilGroupExists(groupsRequest); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            System.out.println("Auto Scaling Group created"); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateAutoScalingGroupリファレンスのを参照
してください。

グループを削除します

次のコード例は、Auto Scaling グループを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteAutoScalingGroup(AutoScalingClient autoScalingClient, 
 String groupName) { 
        try { 
            DeleteAutoScalingGroupRequest deleteAutoScalingGroupRequest = 
 DeleteAutoScalingGroupRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .forceDelete(true) 
                .build() ; 

            autoScalingClient.deleteAutoScalingGroup(deleteAutoScalingGroupRequest) ; 
            System.out.println("You successfully deleted "+groupName); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteAutoScalingGroupリファレンスのを参照
してください。

グループのメトリック収集を無効にする

次のコード例は、Auto ScalingCloudWatch グループに対するメトリクス収集を無効にする方法を示してい
ます。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void disableMetricsCollection(AutoScalingClient autoScalingClient, 
 String groupName) { 
        try { 
            DisableMetricsCollectionRequest disableMetricsCollectionRequest = 
 DisableMetricsCollectionRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .metrics("GroupMaxSize") 
                .build(); 

            
 autoScalingClient.disableMetricsCollection(disableMetricsCollectionRequest); 
            System.out.println("The disable metrics collection operation was 
 successful"); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DisableMetricsCollectionリファレンスのを参照
してください。

グループのメトリック収集を有効にする

次のコード例は、Auto ScalingCloudWatch グループに対するメトリクス収集を有効にする方法を示してい
ます。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void enableMetricsCollection(AutoScalingClient autoScalingClient, 
 String groupName) { 
        try { 

            EnableMetricsCollectionRequest collectionRequest = 
 EnableMetricsCollectionRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .metrics("GroupMaxSize") 
                .granularity("1Minute") 
                .build(); 

            autoScalingClient.enableMetricsCollection(collectionRequest); 
            System.out.println("The enable metrics collection operation was 
 successful"); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI EnableMetricsCollectionリファレンスのを参照し
てください。
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グループに関する情報を取得する

次のコード例は、Auto Scaling グループに関する情報を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String getAutoScaling( AutoScalingClient autoScalingClient, String 
 groupName) { 
        try{ 
            String instanceId = ""; 
            DescribeAutoScalingGroupsRequest scalingGroupsRequest = 
 DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder() 
                .autoScalingGroupNames(groupName) 
                .build(); 

            DescribeAutoScalingGroupsResponse response = 
 autoScalingClient.describeAutoScalingGroups(scalingGroupsRequest); 
            List<AutoScalingGroup> groups = response.autoScalingGroups(); 
            for (AutoScalingGroup group: groups) { 
                System.out.println("The group name is " + 
 group.autoScalingGroupName()); 
                System.out.println("The group ARN is " + group.autoScalingGroupARN()); 

                List<Instance> instances = group.instances(); 
                for (Instance instance : instances) { 
                    instanceId = instance.instanceId(); 
                } 
            } 
            return instanceId; 
        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeAutoScalingGroupsリファレンスのを参
照してください。

インスタンスに関する情報を取得する

次のコード例は、Auto Scaling インスタンスに関する情報を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeAutoScalingInstance( AutoScalingClient 
 autoScalingClient, String id) { 
        try { 
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            DescribeAutoScalingInstancesRequest describeAutoScalingInstancesRequest = 
 DescribeAutoScalingInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(id) 
                .build(); 

            DescribeAutoScalingInstancesResponse response = 
 autoScalingClient.describeAutoScalingInstances(describeAutoScalingInstancesRequest); 
            List<AutoScalingInstanceDetails> instances = 
 response.autoScalingInstances(); 
            for (AutoScalingInstanceDetails instance:instances ) { 
                System.out.println("The instance lifecycle state is: 
 "+instance.lifecycleState()); 
            } 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeAutoScalingInstancesリファレンスのを
参照してください。

スケーリングアクティビティに関する情報を取得する

次のコード例は、Auto Scaling アクティビティに関する情報を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeScalingActivities(AutoScalingClient autoScalingClient, 
 String groupName) { 
        try { 
            DescribeScalingActivitiesRequest scalingActivitiesRequest = 
 DescribeScalingActivitiesRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .maxRecords(10) 
                .build(); 

            DescribeScalingActivitiesResponse response = 
 autoScalingClient.describeScalingActivities(scalingActivitiesRequest); 
            List<Activity> activities = response.activities(); 
            for (Activity activity: activities) { 
                System.out.println("The activity Id is "+activity.activityId()); 
                System.out.println("The activity details are "+activity.details()); 
            } 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeScalingActivitiesリファレンスのを参照
してください。
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グループの希望容量を設定します

次のコード例は、Auto Scaling グループに必要な容量を設定する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void setDesiredCapacity(AutoScalingClient autoScalingClient, String 
 groupName) { 
        try { 
            SetDesiredCapacityRequest capacityRequest = 
 SetDesiredCapacityRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .desiredCapacity(2) 
                .build(); 

            autoScalingClient.setDesiredCapacity(capacityRequest); 
            System.out.println("You have set the DesiredCapacity to 2"); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SetDesiredCapacityリファレンスのを参照してく
ださい。

グループ内のインスタンスを削除する

次のコード例は、Auto Scaling グループ内のインスタンスを終了する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void terminateInstanceInAutoScalingGroup(AutoScalingClient 
 autoScalingClient, String instanceId){ 
        try { 
            TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest request = 
 TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest.builder() 
                .instanceId(instanceId) 
                .shouldDecrementDesiredCapacity(false) 
                .build(); 

            autoScalingClient.terminateInstanceInAutoScalingGroup(request); 
            System.out.println("You have terminated instance "+instanceId); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI TerminateInstanceInAutoScalingGroupリファレ
ンスのを参照してください。

グループを更新します。

次のコード例は、Auto Scaling グループの設定を更新する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void updateAutoScalingGroup(AutoScalingClient autoScalingClient, 
 String groupName, String launchTemplateName, String serviceLinkedRoleARN) { 
        try { 
            AutoScalingWaiter waiter = autoScalingClient.waiter(); 
            LaunchTemplateSpecification templateSpecification = 
 LaunchTemplateSpecification.builder() 
                .launchTemplateName(launchTemplateName) 
                .build(); 

            UpdateAutoScalingGroupRequest groupRequest = 
 UpdateAutoScalingGroupRequest.builder() 
                .maxSize(3) 
                .serviceLinkedRoleARN(serviceLinkedRoleARN) 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .launchTemplate(templateSpecification) 
                .build(); 

            autoScalingClient.updateAutoScalingGroup(groupRequest); 
            DescribeAutoScalingGroupsRequest groupsRequest = 
 DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder() 
                .autoScalingGroupNames(groupName) 
                .build(); 

            WaiterResponse<DescribeAutoScalingGroupsResponse> waiterResponse = 
 waiter.waitUntilGroupInService(groupsRequest); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            System.out.println("You successfully updated the auto scaling group  
 "+groupName); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UpdateAutoScalingGroupリファレンスのを参照
してください。

シナリオ

グループとインスタンスの管理

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。
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• 起動テンプレートを使用して Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成し、実行の手順を参照できま
す。

• AmazonCloudWatch メトリクスの統計統計を取得する。
• グループの希望容量を更新し、インスタンスが起動するのを待ちます。
• グループ内のインスタンスを削除します。
• ユーザーのリクエストや容量の変更に応じて発生するスケーリングアクティビティを一覧表示します。
• CloudWatchメトリクスの統計を取得する。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 *  Before running this SDK for Java (v2) code example, set up your development 
 environment, including your credentials. 
 * 
 *  For more information, see the following documentation: 
 * 
 *  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 *  In addition, create a launch template. For more information, see the following 
 topic: 
 * 
 *  https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-launch-
templates.html#create-launch-template 
 * 
 * This code example performs the following operations: 
 * 1. Creates an Auto Scaling group using an AutoScalingWaiter. 
 * 2. Gets a specific Auto Scaling group and returns an instance Id value. 
 * 3. Describes Auto Scaling with the Id value. 
 * 4. Enables metrics collection. 
 * 5. Update an Auto Scaling group. 
 * 6. Describes Account details. 
 * 7. Describe account details" 
 * 8. Updates an Auto Scaling group to use an additional instance. 
 * 9. Gets the specific Auto Scaling group and gets the number of instances. 
 * 10. List the scaling activities that have occurred for the group. 
 * 11. Terminates an instance in the Auto Scaling group. 
 * 12. Stops the metrics collection. 
 * 13. Deletes the Auto Scaling group. 
 */

public class AutoScalingScenario { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <groupName> <launchTemplateName> <serviceLinkedRoleARN> <vpcZoneId>\n
\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    groupName - The name of the Auto Scaling group.\n" + 
            "    launchTemplateName - The name of the launch template. \n" + 
            "    serviceLinkedRoleARN - The Amazon Resource Name (ARN) of the service-
linked role that the Auto Scaling group uses.\n" + 
            "    vpcZoneId - A subnet Id for a virtual private cloud (VPC) where 
 instances in the Auto Scaling group can be created.\n" ; 
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        if (args.length != 4) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String groupName = args[0]; 
        String launchTemplateName = args[1]; 
        String serviceLinkedRoleARN = args[2]; 
        String vpcZoneId = args[3]; 
        AutoScalingClient autoScalingClient = AutoScalingClient.builder() 
            .region(Region.US_EAST_1) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon EC2 Auto Scaling example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Create an Auto Scaling group named "+groupName); 
        createAutoScalingGroup(autoScalingClient, groupName, launchTemplateName, 
 serviceLinkedRoleARN, vpcZoneId); 
        System.out.println("Wait 1 min for the resources, including the instance. 
 Otherwise, an empty instance Id is returned"); 
        Thread.sleep(60000); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Get Auto Scale group Id value"); 
        String instanceId = getSpecificAutoScalingGroups(autoScalingClient, groupName); 
        if (instanceId.compareTo("") ==0) { 
            System.out.println("Error - no instance Id value"); 
            System.exit(1); 
        } else { 
            System.out.println("The instance Id value is "+instanceId); 
        } 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Describe Auto Scaling with the Id value "+instanceId); 
        describeAutoScalingInstance( autoScalingClient, instanceId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Enable metrics collection "+instanceId); 
        enableMetricsCollection(autoScalingClient, groupName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Update an Auto Scaling group to update max size to 3"); 
        updateAutoScalingGroup(autoScalingClient, groupName, launchTemplateName, 
 serviceLinkedRoleARN); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Describe Auto Scaling groups"); 
        describeAutoScalingGroups(autoScalingClient, groupName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Describe account details"); 
        describeAccountLimits(autoScalingClient); 
        System.out.println("Wait 1 min for the resources, including the instance. 
 Otherwise, an empty instance Id is returned"); 
        Thread.sleep(60000); 
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        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Set desired capacity to 2"); 
        setDesiredCapacity(autoScalingClient, groupName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. Get the two instance Id values and state"); 
        getSpecificAutoScalingGroups(autoScalingClient, groupName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. List the scaling activities that have occurred for the 
 group"); 
        describeScalingActivities(autoScalingClient, groupName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("11. Terminate an instance in the Auto Scaling group"); 
        terminateInstanceInAutoScalingGroup(autoScalingClient, instanceId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("12. Stop the metrics collection"); 
        disableMetricsCollection(autoScalingClient, groupName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("13. Delete the Auto Scaling group"); 
        deleteAutoScalingGroup(autoScalingClient, groupName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("The Scenario has successfully completed." ); 
        System.out.println(DASHES); 
         
        autoScalingClient.close(); 
    } 

    public static void describeScalingActivities(AutoScalingClient autoScalingClient, 
 String groupName) { 
        try { 
            DescribeScalingActivitiesRequest scalingActivitiesRequest = 
 DescribeScalingActivitiesRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .maxRecords(10) 
                .build(); 

            DescribeScalingActivitiesResponse response = 
 autoScalingClient.describeScalingActivities(scalingActivitiesRequest); 
            List<Activity> activities = response.activities(); 
            for (Activity activity: activities) { 
                System.out.println("The activity Id is "+activity.activityId()); 
                System.out.println("The activity details are "+activity.details()); 
            } 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void setDesiredCapacity(AutoScalingClient autoScalingClient, String 
 groupName) { 
        try { 
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            SetDesiredCapacityRequest capacityRequest = 
 SetDesiredCapacityRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .desiredCapacity(2) 
                .build(); 

            autoScalingClient.setDesiredCapacity(capacityRequest); 
            System.out.println("You have set the DesiredCapacity to 2"); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createAutoScalingGroup(AutoScalingClient autoScalingClient, 
                                              String groupName, 
                                              String launchTemplateName, 
                                              String serviceLinkedRoleARN, 
                                              String vpcZoneId) { 
        try { 
            AutoScalingWaiter waiter = autoScalingClient.waiter(); 
            LaunchTemplateSpecification templateSpecification = 
 LaunchTemplateSpecification.builder() 
                .launchTemplateName(launchTemplateName) 
                .build(); 

            CreateAutoScalingGroupRequest request = 
 CreateAutoScalingGroupRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .availabilityZones("us-east-1a") 
                .launchTemplate(templateSpecification) 
                .maxSize(1) 
                .minSize(1) 
                .vpcZoneIdentifier(vpcZoneId) 
                .serviceLinkedRoleARN(serviceLinkedRoleARN) 
                .build(); 

            autoScalingClient.createAutoScalingGroup(request); 
            DescribeAutoScalingGroupsRequest groupsRequest = 
 DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder() 
                .autoScalingGroupNames(groupName) 
                .build(); 

            WaiterResponse<DescribeAutoScalingGroupsResponse> waiterResponse = 
 waiter.waitUntilGroupExists(groupsRequest); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            System.out.println("Auto Scaling Group created"); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeAutoScalingInstance( AutoScalingClient 
 autoScalingClient, String id) { 
        try { 
            DescribeAutoScalingInstancesRequest describeAutoScalingInstancesRequest = 
 DescribeAutoScalingInstancesRequest.builder() 
                .instanceIds(id) 
                .build(); 

            DescribeAutoScalingInstancesResponse response = 
 autoScalingClient.describeAutoScalingInstances(describeAutoScalingInstancesRequest); 
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            List<AutoScalingInstanceDetails> instances = 
 response.autoScalingInstances(); 
            for (AutoScalingInstanceDetails instance:instances ) { 
                System.out.println("The instance lifecycle state is: 
 "+instance.lifecycleState()); 
            } 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeAutoScalingGroups(AutoScalingClient autoScalingClient, 
 String groupName) { 
        try { 
            DescribeAutoScalingGroupsRequest groupsRequest = 
 DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder() 
                .autoScalingGroupNames(groupName) 
                .maxRecords(10) 
                .build(); 

            DescribeAutoScalingGroupsResponse response = 
 autoScalingClient.describeAutoScalingGroups(groupsRequest); 
            List<AutoScalingGroup> groups = response.autoScalingGroups(); 
            for (AutoScalingGroup group: groups) { 
                System.out.println("*** The service to use for the health checks: "+ 
 group.healthCheckType()); 
            } 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String getSpecificAutoScalingGroups(AutoScalingClient 
 autoScalingClient, String groupName) { 
        try{ 
            String instanceId = ""; 
            DescribeAutoScalingGroupsRequest scalingGroupsRequest = 
 DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder() 
                .autoScalingGroupNames(groupName) 
                .build(); 

            DescribeAutoScalingGroupsResponse response = 
 autoScalingClient.describeAutoScalingGroups(scalingGroupsRequest); 
            List<AutoScalingGroup> groups = response.autoScalingGroups(); 
            for (AutoScalingGroup group: groups) { 
                System.out.println("The group name is " + 
 group.autoScalingGroupName()); 
                System.out.println("The group ARN is " + group.autoScalingGroupARN()); 
                List<Instance> instances = group.instances(); 

                for (Instance instance : instances) { 
                    instanceId = instance.instanceId(); 
                    System.out.println("The instance id is " + instanceId); 
                    System.out.println("The lifecycle state is " 
 +instance.lifecycleState()); 
                } 
            } 

            return instanceId ; 
        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
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        } 
        return "" ; 
    } 

    public static void enableMetricsCollection(AutoScalingClient autoScalingClient, 
 String groupName) { 
        try { 

            EnableMetricsCollectionRequest collectionRequest = 
 EnableMetricsCollectionRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .metrics("GroupMaxSize") 
                .granularity("1Minute") 
                .build(); 

            autoScalingClient.enableMetricsCollection(collectionRequest); 
            System.out.println("The enable metrics collection operation was 
 successful"); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void disableMetricsCollection(AutoScalingClient autoScalingClient, 
 String groupName) { 
        try { 
            DisableMetricsCollectionRequest disableMetricsCollectionRequest = 
 DisableMetricsCollectionRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .metrics("GroupMaxSize") 
                .build(); 

            
 autoScalingClient.disableMetricsCollection(disableMetricsCollectionRequest); 
            System.out.println("The disable metrics collection operation was 
 successful"); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeAccountLimits(AutoScalingClient autoScalingClient) { 
        try { 
            DescribeAccountLimitsResponse response = 
 autoScalingClient.describeAccountLimits(); 
            System.out.println("The max number of auto scaling groups is 
 "+response.maxNumberOfAutoScalingGroups()); 
            System.out.println("The current number of auto scaling groups is 
 "+response.numberOfAutoScalingGroups()); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void updateAutoScalingGroup(AutoScalingClient autoScalingClient, 
 String groupName, String launchTemplateName, String serviceLinkedRoleARN) { 
        try { 
            AutoScalingWaiter waiter = autoScalingClient.waiter(); 
            LaunchTemplateSpecification templateSpecification = 
 LaunchTemplateSpecification.builder() 
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                .launchTemplateName(launchTemplateName) 
                .build(); 

            UpdateAutoScalingGroupRequest groupRequest = 
 UpdateAutoScalingGroupRequest.builder() 
                .maxSize(3) 
                .serviceLinkedRoleARN(serviceLinkedRoleARN) 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .launchTemplate(templateSpecification) 
                .build(); 

            autoScalingClient.updateAutoScalingGroup(groupRequest); 
            DescribeAutoScalingGroupsRequest groupsRequest = 
 DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder() 
                .autoScalingGroupNames(groupName) 
                .build(); 

            WaiterResponse<DescribeAutoScalingGroupsResponse> waiterResponse = 
 waiter.waitUntilGroupInService(groupsRequest); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            System.out.println("You successfully updated the auto scaling group  
 "+groupName); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void terminateInstanceInAutoScalingGroup(AutoScalingClient 
 autoScalingClient, String instanceId){ 
        try { 
            TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest request = 
 TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest.builder() 
                .instanceId(instanceId) 
                .shouldDecrementDesiredCapacity(false) 
                .build(); 

            autoScalingClient.terminateInstanceInAutoScalingGroup(request); 
            System.out.println("You have terminated instance "+instanceId); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteAutoScalingGroup(AutoScalingClient autoScalingClient, 
 String groupName) { 
        try { 
            DeleteAutoScalingGroupRequest deleteAutoScalingGroupRequest = 
 DeleteAutoScalingGroupRequest.builder() 
                .autoScalingGroupName(groupName) 
                .forceDelete(true) 
                .build() ; 

            autoScalingClient.deleteAutoScalingGroup(deleteAutoScalingGroupRequest) ; 
            System.out.println("You successfully deleted "+groupName); 

        } catch (AutoScalingException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            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」の以下のトピックを参照して
ください。
• CreateAutoScalingGroup
• DeleteAutoScalingGroup
• DescribeAutoScalingGroups
• DescribeAutoScalingInstances
• DescribeScalingActivities
• DisableMetricsCollection
• EnableMetricsCollection
• SetDesiredCapacity
• TerminateInstanceInAutoScalingGroup
• UpdateAutoScalingGroup

Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon ECS の例
次のコード例は、を使用して Amazon ECS を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

クラスターを作成する

次のコード例は、Amazon ECS クラスターを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createGivenCluster( EcsClient ecsClient, String clusterName) { 

        try { 
            ExecuteCommandConfiguration commandConfiguration = 
 ExecuteCommandConfiguration.builder() 
                .logging(ExecuteCommandLogging.DEFAULT) 
                .build(); 

            ClusterConfiguration clusterConfiguration = ClusterConfiguration.builder() 
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                .executeCommandConfiguration(commandConfiguration) 
                .build(); 

            CreateClusterRequest clusterRequest = CreateClusterRequest.builder() 
                .clusterName(clusterName) 
                .configuration(clusterConfiguration) 
                .build(); 

            CreateClusterResponse response = ecsClient.createCluster(clusterRequest) ; 
            return response.cluster().clusterArn(); 

        } catch (EcsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateClusterリファレンスのを参照してくださ
い。

[Create a service] (サービスを作成)

次のコード例は、Amazon ECS サービスを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createNewService(EcsClient ecsClient, 
                                          String clusterName, 
                                          String serviceName, 
                                          String securityGroups, 
                                          String subnets, 
                                          String taskDefinition) { 

        try { 
            AwsVpcConfiguration vpcConfiguration = AwsVpcConfiguration.builder() 
                .securityGroups(securityGroups) 
                .subnets(subnets) 
                .build(); 

            NetworkConfiguration configuration = NetworkConfiguration.builder() 
                .awsvpcConfiguration(vpcConfiguration) 
                .build(); 

            CreateServiceRequest serviceRequest = CreateServiceRequest.builder() 
                .cluster(clusterName) 
                .networkConfiguration(configuration) 
                .desiredCount(1) 
                .launchType(LaunchType.FARGATE) 
                .serviceName(serviceName) 
                .taskDefinition(taskDefinition) 
                .build(); 

            CreateServiceResponse response = ecsClient.createService(serviceRequest) ; 
            return response.service().serviceArn(); 
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        } catch (EcsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateServiceリファレンスのを参照してくださ
い。

[Delete a service] (サービスを削除)

次のコード例は、Amazon ECS サービスを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteSpecificService(EcsClient ecsClient, String clusterName, 
 String serviceArn) { 

        try { 
            DeleteServiceRequest serviceRequest = DeleteServiceRequest.builder() 
                .cluster(clusterName) 
                .service(serviceArn) 
                .build(); 

            ecsClient.deleteService(serviceRequest); 
            System.out.println("The Service was successfully deleted"); 

        } catch (EcsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteServiceリファレンスのを参照してくださ
い。

クラスターの説明

次のコード例は、Amazon ECS クラスターの記述方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void descCluster(EcsClient ecsClient, String clusterArn) { 

        try { 
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            DescribeClustersRequest clustersRequest = DescribeClustersRequest.builder() 
                .clusters(clusterArn) 
                .build(); 

            DescribeClustersResponse response = 
 ecsClient.describeClusters(clustersRequest); 
            List<Cluster> clusters = response.clusters(); 
            for (Cluster cluster: clusters) { 
                System.out.println("The cluster name is "+cluster.clusterName()); 
            } 

        } catch (EcsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeClustersリファレンスのを参照してくだ
さい。

タスクの記述

次のコード例は、Amazon ECS タスクを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getAllTasks(EcsClient ecsClient, String clusterArn, String 
 taskId) { 

        try { 
            DescribeTasksRequest tasksRequest = DescribeTasksRequest.builder() 
               .cluster(clusterArn) 
               .tasks(taskId) 
               .build(); 

            DescribeTasksResponse response = ecsClient.describeTasks(tasksRequest); 
            List<Task> tasks = response.tasks(); 
            for (Task task: tasks) { 
                System.out.println("The task ARN is "+task.taskDefinitionArn()); 
            } 

        } catch (EcsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeTasksリファレンスのを参照してくださ
い。

クラスターを一覧表示する

次のコード例は、Amazon ECS クラスターを一覧表示する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllClusters(EcsClient ecsClient) { 

        try { 
            ListClustersResponse response = ecsClient.listClusters(); 
            List<String> clusters = response.clusterArns(); 
            for (String cluster: clusters) { 
                System.out.println("The cluster arn is "+cluster); 
            } 

        } catch (EcsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListClustersリファレンスのを参照してくださ
い。

[Update a service] (サービスを更新)

次のコード例は、Amazon ECS サービスを更新する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void updateSpecificService( EcsClient ecsClient, String clusterName, 
 String serviceArn) { 

        try { 
            UpdateServiceRequest serviceRequest = UpdateServiceRequest.builder() 
                .cluster(clusterName) 
                .service(serviceArn) 
                .desiredCount(0) 
                .build(); 

            ecsClient.updateService(serviceRequest); 
            System.out.println("The service was modified"); 

        } catch (EcsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UpdateServiceリファレンスのを参照してくださ
い。
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EventBridgeJava 2.x 用の SDK の使用例
次のコード例は、を使用して、を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示しています
EventBridge。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

開始方法

Hello EventBridge

次のコード例は、EventBridge の使用を開始する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 */
public class HelloEventBridge { 

    public static void main(String[] args) { 
        Region region = Region.US_WEST_2; 
        EventBridgeClient eventBrClient = EventBridgeClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        listBuses(eventBrClient) ; 
        eventBrClient.close(); 
    } 

    public static void listBuses( EventBridgeClient eventBrClient) { 
        try { 
            ListEventBusesRequest busesRequest = ListEventBusesRequest.builder() 
                .limit(10) 
                .build(); 

            ListEventBusesResponse response = 
 eventBrClient.listEventBuses(busesRequest); 
            List<EventBus> buses = response.eventBuses(); 
            for (EventBus bus: buses) { 
                System.out.println("The name of the event bus is: "+bus.name()); 
                System.out.println("The ARN of the event bus is: "+bus.arn()); 
            } 
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        } catch (EventBridgeException e) { 

            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListEventBusesリファレンスのを参照してくだ
さい。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

ターゲットを追加

次のコード例は、AmazonEventBridge イベントにターゲットを追加する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

Amazon SNS トピックをルールのターゲットとして追加します。

    // Add a rule which triggers an SNS target when a file is uploaded to an S3 bucket. 
    public static void addSnsEventRule(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 ruleName, String topicArn, String topicName, String eventRuleName, String bucketName) 
 { 
        String targetID = java.util.UUID.randomUUID().toString(); 
        Target myTarget = Target.builder() 
            .id(targetID) 
            .arn(topicArn) 
            .build(); 

        List<Target> targets = new ArrayList<>(); 
        targets.add(myTarget); 
        PutTargetsRequest request = PutTargetsRequest.builder() 
            .eventBusName(null) 
            .targets(targets) 
            .rule(ruleName) 
            .build(); 

        eventBrClient.putTargets(request); 
        System.out.println("Added event rule "+eventRuleName +" with Amazon SNS target 
 "+topicName +" for bucket "+bucketName +"."); 
    }

ルールのターゲットにインプットトランスフォーマーを追加します。

    public static void updateCustomRuleTargetWithTransform(EventBridgeClient 
 eventBrClient, String topicArn, String ruleName){ 
        String targetId = java.util.UUID.randomUUID().toString(); 
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        InputTransformer inputTransformer = InputTransformer.builder() 
            .inputTemplate("\"Notification: sample event was received.\"") 
            .build(); 

        Target target = Target.builder() 
            .id(targetId) 
            .arn(topicArn) 
            .inputTransformer(inputTransformer) 
            .build(); 

        try { 
            PutTargetsRequest targetsRequest = PutTargetsRequest.builder() 
                .rule(ruleName) 
                .targets(target) 
                .eventBusName(null) 
                .build(); 

            eventBrClient.putTargets(targetsRequest); 
        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutTargetsリファレンスのを参照してくださ
い。

ルールの作成

次のコード例は、AmazonEventBridge ルールを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

スケジュールルールを作成します。

        public static void createEBRule(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 ruleName, String cronExpression) { 

            try { 
                PutRuleRequest ruleRequest = PutRuleRequest.builder() 
                    .name(ruleName) 
                    .eventBusName("default") 
                    .scheduleExpression(cronExpression) 
                    .state("ENABLED") 
                    .description("A test rule that runs on a schedule created by the 
 Java API") 
                    .build(); 

                PutRuleResponse ruleResponse = eventBrClient.putRule(ruleRequest); 
                System.out.println("The ARN of the new rule is "+ 
 ruleResponse.ruleArn()); 

            } catch (EventBridgeException e) { 
                System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
                System.exit(1); 
            } 
        }
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Amazon Simple Storage Service バケットにオブジェクトが追加されたときにトリガーするルールを
作成します。

    // Create a new event rule that triggers when an Amazon S3 object is created in a 
 bucket. 
    public static void addEventRule( EventBridgeClient eventBrClient, String roleArn, 
 String bucketName, String eventRuleName) { 
        String pattern = "{\n" + 
            "  \"source\": [\"aws.s3\"],\n" + 
            "  \"detail-type\": [\"Object Created\"],\n" + 
            "  \"detail\": {\n" + 
            "    \"bucket\": {\n" + 
            "      \"name\": [\""+bucketName+"\"]\n" + 
            "    }\n" + 
            "  }\n" + 
            "}"; 

        try { 
            PutRuleRequest ruleRequest = PutRuleRequest.builder() 
                .description("Created by using the AWS SDK for Java v2") 
                .name(eventRuleName) 
                .eventPattern(pattern) 
                .roleArn(roleArn) 
                .build(); 

            PutRuleResponse ruleResponse = eventBrClient.putRule(ruleRequest); 
            System.out.println("The ARN of the new rule is "+ ruleResponse.ruleArn()); 

        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutRuleリファレンスのを参照してください。

ルールの削除

次のコード例は、AmazonEventBridge ルールを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteRuleByName(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 ruleName) { 
        DeleteRuleRequest ruleRequest = DeleteRuleRequest.builder() 
            .name(ruleName) 
            .build(); 

        eventBrClient.deleteRule(ruleRequest); 
        System.out.println("Successfully deleted the rule"); 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteRuleリファレンスのを参照してくださ
い。

ルールの記述

次のコード例は、AmazonEventBridge ルールを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void checkRule(EventBridgeClient eventBrClient, String eventRuleName) 
 { 
        try { 
            DescribeRuleRequest ruleRequest = DescribeRuleRequest.builder() 
                .name(eventRuleName) 
                .build(); 

            DescribeRuleResponse response = eventBrClient.describeRule(ruleRequest); 
            System.out.println("The state of the rule is "+response.stateAsString()); 

        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeRuleリファレンスのを参照してくださ
い。

ルールの無効化

次のコード例は、AmazonEventBridge ルールを無効にする方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

そのルール名を使用してルールを無効化します。

    public static void changeRuleState(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 eventRuleName, Boolean isEnabled) { 
        try { 
            if (!isEnabled) { 
                System.out.println("Disabling the rule: "+eventRuleName); 
                DisableRuleRequest ruleRequest = DisableRuleRequest.builder() 
                    .name(eventRuleName) 
                    .build(); 

                eventBrClient.disableRule(ruleRequest); 
            } else { 
                System.out.println("Enabling the rule: "+eventRuleName); 
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                EnableRuleRequest ruleRequest = EnableRuleRequest.builder() 
                    .name(eventRuleName) 
                    .build(); 
                eventBrClient.enableRule(ruleRequest); 
            } 

        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DisableRuleリファレンスのを参照してくださ
い。

ルールの有効化

次のコード例は、AmazonEventBridge ルールを有効にする方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

そのルール名を使用してルールを有効化します。

    public static void changeRuleState(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 eventRuleName, Boolean isEnabled) { 
        try { 
            if (!isEnabled) { 
                System.out.println("Disabling the rule: "+eventRuleName); 
                DisableRuleRequest ruleRequest = DisableRuleRequest.builder() 
                    .name(eventRuleName) 
                    .build(); 

                eventBrClient.disableRule(ruleRequest); 
            } else { 
                System.out.println("Enabling the rule: "+eventRuleName); 
                EnableRuleRequest ruleRequest = EnableRuleRequest.builder() 
                    .name(eventRuleName) 
                    .build(); 
                eventBrClient.enableRule(ruleRequest); 
            } 

        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI EnableRuleリファレンスのを参照してくださ
い。

ターゲットのルール名の一覧表示

次のコード例は、ターゲットの AmazonEventBridge ルール名を一覧表示する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

ターゲットを使用してすべてのルール名を一覧表示します。

    public static void listTargetRules(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 topicArn) { 
        ListRuleNamesByTargetRequest ruleNamesByTargetRequest = 
 ListRuleNamesByTargetRequest.builder() 
            .targetArn(topicArn) 
            .build(); 

        ListRuleNamesByTargetResponse response = 
 eventBrClient.listRuleNamesByTarget(ruleNamesByTargetRequest); 
        List<String> rules = response.ruleNames(); 
        for (String rule:rules) { 
            System.out.println("The rule name is "+rule); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListRuleNamesByTargetリファレンスのを参照し
てください。

ルールの一覧表示

次のコード例は、AmazonEventBridge ルールを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

そのルール名を使用してルールを有効化します。

    public static void listRules(EventBridgeClient eventBrClient) { 
        try { 
            ListRulesRequest rulesRequest = ListRulesRequest.builder() 
                .eventBusName("default") 
                .limit(10) 
                .build(); 

            ListRulesResponse response = eventBrClient.listRules(rulesRequest); 
            List<Rule> rules = response.rules(); 
            for (Rule rule : rules) { 
                System.out.println("The rule name is : "+rule.name()); 
                System.out.println("The rule description is : "+rule.description()); 
                System.out.println("The rule state is : "+rule.stateAsString()); 
            } 

        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListRulesリファレンスのを参照してください。

ルールのターゲットの一覧表示

次のコード例は、ルールの AmazonEventBridge ターゲットのリストを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

ルール名を使用してルールのすべてのターゲットを一覧表示します。

    public static void listTargets(EventBridgeClient eventBrClient, String ruleName) { 
        ListTargetsByRuleRequest ruleRequest = ListTargetsByRuleRequest.builder() 
            .rule(ruleName) 
            .build(); 

        ListTargetsByRuleResponse res = eventBrClient.listTargetsByRule(ruleRequest); 
        List<Target> tagets = res.targets(); 
        for (Target target :tagets) { 
            System.out.println("Target ARN: "+target.arn()); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListTargetsByRuleリファレンスのを参照してく
ださい。

ルールからのターゲットの削除

次のコード例は、ルールから AmazonEventBridge ターゲットを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

ルール名を使用してルールのすべてのターゲットを削除します。

    public static void deleteTargetsFromRule(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 eventRuleName) { 
        // First, get all targets that will be deleted. 
        ListTargetsByRuleRequest request = ListTargetsByRuleRequest.builder() 
            .rule(eventRuleName) 
            .build(); 

        ListTargetsByRuleResponse response = eventBrClient.listTargetsByRule(request); 
        List<Target> allTargets = response.targets(); 

        // Get all targets and delete them. 
        for (Target myTarget:allTargets) { 
            RemoveTargetsRequest removeTargetsRequest = RemoveTargetsRequest.builder() 
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                .rule(eventRuleName) 
                .ids(myTarget.id()) 
                .build(); 

            eventBrClient.removeTargets(removeTargetsRequest); 
            System.out.println("Successfully removed the target"); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI RemoveTargetsリファレンスのを参照してくだ
さい。

イベントの送信

次のコード例は、AmazonEventBridge Events を送信する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void triggerCustomRule(EventBridgeClient eventBrClient, String email) 
 { 
        String json = "{" + 
            "\"UserEmail\": \""+email+"\"," + 
            "\"Message\": \"This event was generated by example code.\"," + 
            "\"UtcTime\": \"Now.\"" + 
            "}"; 

        PutEventsRequestEntry entry = PutEventsRequestEntry.builder() 
            .source("ExampleSource") 
            .detail(json) 
            .detailType("ExampleType") 
            .build(); 

        PutEventsRequest eventsRequest = PutEventsRequest.builder() 
            .entries(entry) 
            .build(); 

        eventBrClient.putEvents(eventsRequest); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutEventsリファレンスのを参照してください。

シナリオ

ルールとターゲットの使用開始

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• ルールを作成して、ターゲットを追加する。
• ルールを有効化および無効化する。
• ルールとターゲットを一覧表示して更新する。
• イベントを送信して、リソースをクリーンアップする。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * This Java code example performs the following tasks: 
 * 
 * This Java V2 example performs the following tasks with Amazon EventBridge: 
 * 
 * 1. Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role to use with Amazon 
 EventBridge. 
 * 2. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket with EventBridge events enabled. 
 * 3. Creates a rule that triggers when an object is uploaded to Amazon S3. 
 * 4. Lists rules on the event bus. 
 * 5. Creates a new Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic and lets the 
 user subscribe to it. 
 * 6. Adds a target to the rule that sends an email to the specified topic. 
 * 7. Creates an EventBridge event that sends an email when an Amazon S3 object is 
 created. 
 * 8. Lists Targets. 
 * 9. Lists the rules for the same target. 
 * 10. Triggers the rule by uploading a file to the Amazon S3 bucket. 
 * 11. Disables a specific rule. 
 * 12. Checks and print the state of the rule. 
 * 13. Adds a transform to the rule to change the text of the email. 
 * 14. Enables a specific rule. 
 * 15. Triggers the updated rule by uploading a file to the Amazon S3 bucket. 
 * 16. Updates the rule to be a custom rule pattern. 
 * 17. Sending an event to trigger the rule. 
 * 18. Cleans up resources. 
 * 
 */
public class EventbridgeMVP { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException, IOException { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <roleName> <bucketName> <topicName> <eventRuleName>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    roleName - The name of the role to create.\n" + 
            "    bucketName - The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket name 
 to create.\n" + 
            "    topicName - The name of the Amazon Simple Notification Service (Amazon 
 SNS) topic to create.\n" + 
            "    eventRuleName - The Amazon EventBridge rule name to create.\n" ; 

        if (args.length != 5) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String polJSON = "{" + 
            "\"Version\": \"2012-10-17\"," + 
            "\"Statement\": [{" + 
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            "\"Effect\": \"Allow\"," + 
            "\"Principal\": {" + 
            "\"Service\": \"events.amazonaws.com\"" + 
            "}," + 
            "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" + 
            "}]" + 
            "}"; 

        Scanner sc = new Scanner(System.in); 
        String roleName = args[0]; 
        String bucketName = args[1]; 
        String topicName = args[2]; 
        String eventRuleName = args[3]; 

        Region region = Region.US_EAST_1; 
        EventBridgeClient eventBrClient = EventBridgeClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        S3Client s3Client = S3Client.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        Region regionGl = Region.AWS_GLOBAL; 
        IamClient iam = IamClient.builder() 
            .region(regionGl) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        SnsClient snsClient = SnsClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon EventBridge example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Create an AWS Identity and Access Management (IAM) role 
 to use with Amazon EventBridge."); 
        String roleArn = createIAMRole(iam, roleName, polJSON); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Create an S3 bucket with EventBridge events enabled."); 
        if (checkBucket(s3Client, bucketName)) { 
            System.out.println("Bucket "+ bucketName +" already exists. Ending this 
 scenario."); 
            System.exit(1); 
        } 

        createBucket(s3Client, bucketName); 
        Thread.sleep(3000); 
        setBucketNotification(s3Client, bucketName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Create a rule that triggers when an object is uploaded 
 to Amazon S3."); 
        Thread.sleep(10000); 
        addEventRule(eventBrClient, roleArn, bucketName, eventRuleName); 
        System.out.println(DASHES); 

467



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. List rules on the event bus."); 
        listRules(eventBrClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Create a new SNS topic for testing and let the user 
 subscribe to the topic."); 
        String topicArn = createSnsTopic(snsClient, topicName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Add a target to the rule that sends an email to the 
 specified topic."); 
        System.out.println("Enter your email to subscribe to the Amazon SNS topic:"); 
        String email = sc.nextLine(); 
        subEmail(snsClient, topicArn, email); 
        System.out.println("Use the link in the email you received to confirm your 
 subscription. Then, press Enter to continue."); 
        sc.nextLine(); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Create an EventBridge event that sends an email when an 
 Amazon S3 object is created."); 
        addSnsEventRule(eventBrClient, eventRuleName, topicArn, topicName, 
 eventRuleName, bucketName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println(" 8. List Targets."); 
        listTargets(eventBrClient, eventRuleName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println(" 9. List the rules for the same target."); 
        listTargetRules(eventBrClient, topicArn); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println(" 10. Trigger the rule by uploading a file to the S3 
 bucket."); 
        System.out.println("Press Enter to continue."); 
        sc.nextLine(); 
        uploadTextFiletoS3(s3Client, bucketName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("11. Disable a specific rule."); 
        changeRuleState(eventBrClient, eventRuleName, false); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("12. Check and print the state of the rule."); 
        checkRule(eventBrClient, eventRuleName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("13. Add a transform to the rule to change the text of the 
 email."); 
        updateSnsEventRule(eventBrClient, topicArn, eventRuleName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("14. Enable a specific rule."); 
        changeRuleState(eventBrClient, eventRuleName, true); 
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        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println(" 15. Trigger the updated rule by uploading a file to the S3 
 bucket."); 
        System.out.println("Press Enter to continue."); 
        sc.nextLine(); 
        uploadTextFiletoS3(s3Client, bucketName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println(" 16. Update the rule to be a custom rule pattern."); 
        updateToCustomRule(eventBrClient, eventRuleName); 
        System.out.println("Updated event rule "+eventRuleName +" to use a custom 
 pattern."); 
        updateCustomRuleTargetWithTransform(eventBrClient, topicArn, eventRuleName); 
        System.out.println("Updated event target "+topicArn +"."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("17. Sending an event to trigger the rule. This will trigger 
 a subscription email."); 
        triggerCustomRule(eventBrClient, email); 
        System.out.println("Events have been sent. Press Enter to continue."); 
        sc.nextLine(); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("18. Clean up resources."); 
        System.out.println("Do you want to clean up resources (y/n)"); 
        String ans = sc.nextLine(); 
        if (ans.compareTo("y") == 0) { 
            cleanupResources(eventBrClient, snsClient, s3Client, iam, topicArn, 
 eventRuleName, bucketName, roleName ); 
        } else { 
            System.out.println("The resources will not be cleaned up. "); 
        } 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("The Amazon EventBridge example scenario has successfully 
 completed."); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 

    public static void cleanupResources(EventBridgeClient eventBrClient, SnsClient 
 snsClient, S3Client s3Client, IamClient iam, String topicArn, String eventRuleName, 
 String bucketName, String roleName) { 
        System.out.println("Removing all targets from the event rule."); 
        deleteTargetsFromRule(eventBrClient, eventRuleName); 
        deleteRuleByName(eventBrClient, eventRuleName); 
        deleteSNSTopic(snsClient, topicArn); 
        deleteS3Bucket(s3Client, bucketName); 
        deleteRole(iam, roleName); 
    } 

    public static void deleteRole(IamClient iam, String roleName) { 
        String policyArn = "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeFullAccess"; 
        DetachRolePolicyRequest policyRequest = DetachRolePolicyRequest.builder() 
            .policyArn(policyArn) 
            .roleName(roleName) 
            .build(); 

        iam.detachRolePolicy(policyRequest); 
        System.out.println("Successfully detached policy " + policyArn + " from role " 
 + roleName); 
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        // Delete the role. 
        DeleteRoleRequest roleRequest = DeleteRoleRequest.builder() 
            .roleName(roleName) 
            .build(); 

        iam.deleteRole(roleRequest); 
        System.out.println("*** Successfully deleted " + roleName); 
    } 

    public static void deleteS3Bucket( S3Client s3Client, String bucketName) { 
        // Remove all the objects from the S3 bucket. 
        ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest.builder() 
            .bucket(bucketName) 
            .build(); 

        ListObjectsResponse res = s3Client.listObjects(listObjects); 
        List<S3Object> objects = res.contents(); 
        ArrayList<ObjectIdentifier> toDelete = new ArrayList<>(); 

        for (S3Object myValue : objects) { 
            toDelete.add(ObjectIdentifier.builder() 
                .key(myValue.key()) 
                .build()); 
        } 

        DeleteObjectsRequest dor = DeleteObjectsRequest.builder() 
            .bucket(bucketName) 
            .delete(Delete.builder() 
            .objects(toDelete).build()) 
            .build(); 

        s3Client.deleteObjects(dor); 

        // Delete the S3 bucket. 
        DeleteBucketRequest deleteBucketRequest = DeleteBucketRequest.builder() 
            .bucket(bucketName) 
            .build(); 

        s3Client.deleteBucket(deleteBucketRequest); 
        System.out.println("You have deleted the bucket and the objects"); 
    } 

    // Delete the SNS topic. 
    public static void deleteSNSTopic(SnsClient snsClient, String topicArn ) { 
        try { 
            DeleteTopicRequest request = DeleteTopicRequest.builder() 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            DeleteTopicResponse result = snsClient.deleteTopic(request); 
            System.out.println("\n\nStatus was " + 
 result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteRuleByName(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 ruleName) { 
        DeleteRuleRequest ruleRequest = DeleteRuleRequest.builder() 
            .name(ruleName) 
            .build(); 
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        eventBrClient.deleteRule(ruleRequest); 
        System.out.println("Successfully deleted the rule"); 
    } 

    public static void deleteTargetsFromRule(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 eventRuleName) { 
        // First, get all targets that will be deleted. 
        ListTargetsByRuleRequest request = ListTargetsByRuleRequest.builder() 
            .rule(eventRuleName) 
            .build(); 

        ListTargetsByRuleResponse response = eventBrClient.listTargetsByRule(request); 
        List<Target> allTargets = response.targets(); 

        // Get all targets and delete them. 
        for (Target myTarget:allTargets) { 
            RemoveTargetsRequest removeTargetsRequest = RemoveTargetsRequest.builder() 
                .rule(eventRuleName) 
                .ids(myTarget.id()) 
                .build(); 

            eventBrClient.removeTargets(removeTargetsRequest); 
            System.out.println("Successfully removed the target"); 
        } 
    } 

    public static void triggerCustomRule(EventBridgeClient eventBrClient, String email) 
 { 
        String json = "{" + 
            "\"UserEmail\": \""+email+"\"," + 
            "\"Message\": \"This event was generated by example code.\"," + 
            "\"UtcTime\": \"Now.\"" + 
            "}"; 

        PutEventsRequestEntry entry = PutEventsRequestEntry.builder() 
            .source("ExampleSource") 
            .detail(json) 
            .detailType("ExampleType") 
            .build(); 

        PutEventsRequest eventsRequest = PutEventsRequest.builder() 
            .entries(entry) 
            .build(); 

        eventBrClient.putEvents(eventsRequest); 
    } 

    public static void updateCustomRuleTargetWithTransform(EventBridgeClient 
 eventBrClient, String topicArn, String ruleName){ 
        String targetId = java.util.UUID.randomUUID().toString(); 
        InputTransformer inputTransformer = InputTransformer.builder() 
            .inputTemplate("\"Notification: sample event was received.\"") 
            .build(); 

        Target target = Target.builder() 
            .id(targetId) 
            .arn(topicArn) 
            .inputTransformer(inputTransformer) 
            .build(); 

        try { 
            PutTargetsRequest targetsRequest = PutTargetsRequest.builder() 
                .rule(ruleName) 
                .targets(target) 
                .eventBusName(null) 
                .build(); 
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            eventBrClient.putTargets(targetsRequest); 
        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void updateToCustomRule(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 ruleName) { 
        String customEventsPattern = "{" + 
            "\"source\": [\"ExampleSource\"]," + 
            "\"detail-type\": [\"ExampleType\"]" + 
            "}"; 

        PutRuleRequest request = PutRuleRequest.builder() 
            .name(ruleName) 
            .description("Custom test rule") 
            .eventPattern(customEventsPattern) 
            .build(); 

        eventBrClient.putRule(request); 
    } 

    // Update an Amazon S3 object created rule with a transform on the target. 
    public static void updateSnsEventRule(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 topicArn, String ruleName){ 
        String targetId = java.util.UUID.randomUUID().toString(); 
        Map<String, String> myMap = new HashMap<>(); 
        myMap.put("bucket", "$.detail.bucket.name"); 
        myMap.put("time", "$.time"); 

        InputTransformer inputTransformer = InputTransformer.builder() 
            .inputTemplate("\"Notification: an object was uploaded to bucket <bucket> 
 at <time>.\"") 
            .inputPathsMap(myMap) 
            .build(); 

        Target target = Target.builder() 
            .id(targetId) 
            .arn(topicArn) 
            .inputTransformer(inputTransformer) 
            .build(); 

        try { 
            PutTargetsRequest targetsRequest = PutTargetsRequest.builder() 
                .rule(ruleName) 
                .targets(target) 
                .eventBusName(null) 
                .build(); 

            eventBrClient.putTargets(targetsRequest); 

        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void checkRule(EventBridgeClient eventBrClient, String eventRuleName) 
 { 
        try { 
            DescribeRuleRequest ruleRequest = DescribeRuleRequest.builder() 
                .name(eventRuleName) 
                .build(); 
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            DescribeRuleResponse response = eventBrClient.describeRule(ruleRequest); 
            System.out.println("The state of the rule is "+response.stateAsString()); 

        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void changeRuleState(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 eventRuleName, Boolean isEnabled) { 
        try { 
            if (!isEnabled) { 
                System.out.println("Disabling the rule: "+eventRuleName); 
                DisableRuleRequest ruleRequest = DisableRuleRequest.builder() 
                    .name(eventRuleName) 
                    .build(); 

                eventBrClient.disableRule(ruleRequest); 
            } else { 
                System.out.println("Enabling the rule: "+eventRuleName); 
                EnableRuleRequest ruleRequest = EnableRuleRequest.builder() 
                    .name(eventRuleName) 
                    .build(); 
                eventBrClient.enableRule(ruleRequest); 
            } 

        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Create and upload a file to an S3 bucket to trigger an event. 
    public static void uploadTextFiletoS3(S3Client s3Client, String bucketName) throws 
 IOException { 
        // Create a unique file name. 
        String fileSuffix = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss").format(new Date()); 
        String fileName = "TextFile"+fileSuffix+".txt"; 

        File myFile = new File(fileName); 
        FileWriter fw = new FileWriter(myFile.getAbsoluteFile()); 
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw); 
        bw.write("This is a sample file for testing uploads."); 
        bw.close(); 

        try { 
            PutObjectRequest putOb = PutObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(fileName) 
                .build(); 

            s3Client.putObject(putOb, RequestBody.fromFile(myFile)); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void listTargetRules(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 topicArn) { 
        ListRuleNamesByTargetRequest ruleNamesByTargetRequest = 
 ListRuleNamesByTargetRequest.builder() 
            .targetArn(topicArn) 
            .build(); 
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        ListRuleNamesByTargetResponse response = 
 eventBrClient.listRuleNamesByTarget(ruleNamesByTargetRequest); 
        List<String> rules = response.ruleNames(); 
        for (String rule:rules) { 
            System.out.println("The rule name is "+rule); 
        } 
    } 

    public static void listTargets(EventBridgeClient eventBrClient, String ruleName) { 
        ListTargetsByRuleRequest ruleRequest = ListTargetsByRuleRequest.builder() 
            .rule(ruleName) 
            .build(); 

        ListTargetsByRuleResponse res = eventBrClient.listTargetsByRule(ruleRequest); 
        List<Target> tagets = res.targets(); 
        for (Target target :tagets) { 
            System.out.println("Target ARN: "+target.arn()); 
        } 
    } 

    // Add a rule which triggers an SNS target when a file is uploaded to an S3 bucket. 
    public static void addSnsEventRule(EventBridgeClient eventBrClient, String 
 ruleName, String topicArn, String topicName, String eventRuleName, String bucketName) 
 { 
        String targetID = java.util.UUID.randomUUID().toString(); 
        Target myTarget = Target.builder() 
            .id(targetID) 
            .arn(topicArn) 
            .build(); 

        List<Target> targets = new ArrayList<>(); 
        targets.add(myTarget); 
        PutTargetsRequest request = PutTargetsRequest.builder() 
            .eventBusName(null) 
            .targets(targets) 
            .rule(ruleName) 
            .build(); 

        eventBrClient.putTargets(request); 
        System.out.println("Added event rule "+eventRuleName +" with Amazon SNS target 
 "+topicName +" for bucket "+bucketName +"."); 
    } 

    public static void subEmail(SnsClient snsClient, String topicArn, String email) { 
        try { 
            SubscribeRequest request = SubscribeRequest.builder() 
                .protocol("email") 
                .endpoint(email) 
                .returnSubscriptionArn(true) 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            SubscribeResponse result = snsClient.subscribe(request); 
            System.out.println("Subscription ARN: " + result.subscriptionArn() + "\n\n 
 Status is " + result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void listRules(EventBridgeClient eventBrClient) { 
        try { 
            ListRulesRequest rulesRequest = ListRulesRequest.builder() 
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                .eventBusName("default") 
                .limit(10) 
                .build(); 

            ListRulesResponse response = eventBrClient.listRules(rulesRequest); 
            List<Rule> rules = response.rules(); 
            for (Rule rule : rules) { 
                System.out.println("The rule name is : "+rule.name()); 
                System.out.println("The rule description is : "+rule.description()); 
                System.out.println("The rule state is : "+rule.stateAsString()); 
            } 

        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String createSnsTopic(SnsClient snsClient, String topicName) { 
        String topicPolicy = "{" + 
            "\"Version\": \"2012-10-17\"," + 
            "\"Statement\": [{" + 
            "\"Sid\": \"EventBridgePublishTopic\"," + 
            "\"Effect\": \"Allow\"," + 
            "\"Principal\": {" + 
            "\"Service\": \"events.amazonaws.com\"" + 
            "}," + 
            "\"Resource\": \"*\"," + 
            "\"Action\": \"sns:Publish\"" + 
            "}]" + 
            "}"; 

        Map<String, String> topicAttributes = new HashMap<>(); 
        topicAttributes.put("Policy", topicPolicy); 
        CreateTopicRequest topicRequest = CreateTopicRequest.builder() 
            .name(topicName) 
            .attributes(topicAttributes) 
            .build(); 

        CreateTopicResponse response = snsClient.createTopic(topicRequest); 
        System.out.println("Added topic "+topicName +" for email subscriptions."); 
        return response.topicArn(); 
    } 

    // Create a new event rule that triggers when an Amazon S3 object is created in a 
 bucket. 
    public static void addEventRule( EventBridgeClient eventBrClient, String roleArn, 
 String bucketName, String eventRuleName) { 
        String pattern = "{\n" + 
            "  \"source\": [\"aws.s3\"],\n" + 
            "  \"detail-type\": [\"Object Created\"],\n" + 
            "  \"detail\": {\n" + 
            "    \"bucket\": {\n" + 
            "      \"name\": [\""+bucketName+"\"]\n" + 
            "    }\n" + 
            "  }\n" + 
            "}"; 

        try { 
            PutRuleRequest ruleRequest = PutRuleRequest.builder() 
                .description("Created by using the AWS SDK for Java v2") 
                .name(eventRuleName) 
                .eventPattern(pattern) 
                .roleArn(roleArn) 
                .build(); 
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            PutRuleResponse ruleResponse = eventBrClient.putRule(ruleRequest); 
            System.out.println("The ARN of the new rule is "+ ruleResponse.ruleArn()); 

        } catch (EventBridgeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Determine if the S3 bucket exists. 
    public static Boolean checkBucket(S3Client s3Client, String bucketName) { 
        try { 
            HeadBucketRequest headBucketRequest = HeadBucketRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            s3Client.headBucket(headBucketRequest); 
            return true; 
        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return false; 
    } 

    // Set the S3 bucket notification configuration. 
    public static void setBucketNotification(S3Client s3Client, String bucketName) { 
        try { 
            EventBridgeConfiguration eventBridgeConfiguration = 
 EventBridgeConfiguration.builder() 
                 .build(); 

            NotificationConfiguration configuration = 
 NotificationConfiguration.builder() 
                .eventBridgeConfiguration(eventBridgeConfiguration) 
                .build(); 

            PutBucketNotificationConfigurationRequest configurationRequest = 
 PutBucketNotificationConfigurationRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .notificationConfiguration(configuration) 
                .skipDestinationValidation(true) 
                .build(); 

            s3Client.putBucketNotificationConfiguration(configurationRequest); 
            System.out.println("Added bucket " + bucketName + " with EventBridge events 
 enabled."); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createBucket(S3Client s3Client, String bucketName) { 
        try { 
            S3Waiter s3Waiter = s3Client.waiter(); 
            CreateBucketRequest bucketRequest = CreateBucketRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            s3Client.createBucket(bucketRequest); 
            HeadBucketRequest bucketRequestWait = HeadBucketRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            // Wait until the bucket is created and print out the response. 
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            WaiterResponse<HeadBucketResponse> waiterResponse = 
 s3Waiter.waitUntilBucketExists(bucketRequestWait); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            System.out.println(bucketName +" is ready"); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String polJSON ) 
 { 
        try { 
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder() 
                .roleName(rolename) 
                .assumeRolePolicyDocument(polJSON) 
                .description("Created using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request); 
            AttachRolePolicyRequest rolePolicyRequest = 
 AttachRolePolicyRequest.builder() 
                .roleName(rolename) 
                .policyArn("arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeFullAccess") 
                .build(); 

            iam.attachRolePolicy(rolePolicyRequest); 
            return response.role().arn(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }
}

• 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。
• DeleteRule
• DescribeRule
• DisableRule
• EnableRule
• ListRuleNamesByTarget
• ListRules
• ListTargetsByRule
• PutEvents
• PutRule
• PutTargets

AWS GlueJava 2.x 用の SDK の使用例
次のコード例は、を使用して、を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示していますAWS 
Glue。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。
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「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション
クローラーの作成

次のコード例は、AWS Glueクローラーを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createGlueCrawler(GlueClient glueClient, 
                                         String iam, 
                                         String s3Path, 
                                         String cron, 
                                         String dbName, 
                                         String crawlerName) { 

        try { 
            S3Target s3Target = S3Target.builder() 
                .path(s3Path) 
                .build(); 

            // Add the S3Target to a list. 
            List<S3Target> targetList = new ArrayList<>(); 
            targetList.add(s3Target); 

            CrawlerTargets targets = CrawlerTargets.builder() 
                .s3Targets(targetList) 
                .build(); 

            CreateCrawlerRequest crawlerRequest = CreateCrawlerRequest.builder() 
                .databaseName(dbName) 
                .name(crawlerName) 
                .description("Created by the AWS Glue Java API") 
                .targets(targets) 
                .role(iam) 
                .schedule(cron) 
                .build(); 

            glueClient.createCrawler(crawlerRequest); 
            System.out.println(crawlerName +" was successfully created"); 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateCrawlerリファレンスのを参照してくださ
い。

クローラーの取得

次のコード例は、AWS Glueクローラーを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String crawlerName) { 

      try { 
          GetCrawlerRequest crawlerRequest = GetCrawlerRequest.builder() 
              .name(crawlerName) 
              .build(); 

            GetCrawlerResponse response = glueClient.getCrawler(crawlerRequest); 
            Instant createDate = response.crawler().creationTime(); 

            // Convert the Instant to readable date 
            DateTimeFormatter formatter = 
                  DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime( FormatStyle.SHORT ) 
                          .withLocale( Locale.US) 
                          .withZone( ZoneId.systemDefault() ); 

            formatter.format( createDate ); 
            System.out.println("The create date of the Crawler is " + createDate ); 

      } catch (GlueException e) { 
          System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
          System.exit(1); 
      } 
   }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetCrawlerリファレンスのを参照してくださ
い。

データカタログからのデータベースの取得

次のコード例は、からデータベースを取得する方法を示していますAWS Glue Data Catalog。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getSpecificDatabase(GlueClient glueClient, String databaseName) 
 { 

        try { 
            GetDatabaseRequest databasesRequest = GetDatabaseRequest.builder() 
                .name(databaseName) 
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                .build(); 

            GetDatabaseResponse response = glueClient.getDatabase(databasesRequest); 
            Instant createDate = response.database().createTime(); 

            // Convert the Instant to readable date. 
            DateTimeFormatter formatter = 
 DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.SHORT) 
                .withLocale(Locale.US) 
                .withZone(ZoneId.systemDefault()); 

            formatter.format(createDate); 
            System.out.println("The create date of the database is " + createDate); 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetDatabaseリファレンスのを参照してくださ
い。

データベースからのテーブルの取得

次のコード例は、のデータベースからテーブルを取得する方法を示していますAWS Glue Data Catalog。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getGlueTable(GlueClient glueClient, String dbName, String 
 tableName ) { 

        try { 
            GetTableRequest tableRequest = GetTableRequest.builder() 
                .databaseName(dbName) 
                .name(tableName) 
                .build(); 

            GetTableResponse tableResponse = glueClient.getTable(tableRequest); 
            Instant createDate = tableResponse.table().createTime(); 

            // Convert the Instant to readable date. 
            DateTimeFormatter formatter = 
 DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime( FormatStyle.SHORT ) 
                .withLocale( Locale.US) 
                .withZone( ZoneId.systemDefault() ); 

            formatter.format( createDate ); 
            System.out.println("The create date of the table is " + createDate ); 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetTablesリファレンスのを参照してください。

クローラーの開始

次のコード例は、AWS Glueクローラーを開始する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void startSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String crawlerName) 
 { 

        try { 
            StartCrawlerRequest crawlerRequest = StartCrawlerRequest.builder() 
                .name(crawlerName) 
                .build(); 

            glueClient.startCrawler(crawlerRequest); 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI StartCrawlerリファレンスのを参照してくださ
い。

シナリオ
クローラーとジョブを開始する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• パブリック Amazon S3 バケットをクロールし、CSV 形式のメタデータのデータベースを生成するク
ローラーを作成する。

• AWS Glue Data Catalog 内のデータベースとテーブルに関する情報を一覧表示します。
• S3 バケットから CSV 形式のデータを抽出するジョブを作成し、そのデータを変換して JSON 形式の出

力を別の S3 バケットにロードする。
• ジョブ実行に関する情報を一覧表示し、変換されたデータを表示してリソースをクリーンアップする。

詳細については、「チュートリアル: AWS Glue Studio の開始方法」をご参照ください。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * 
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 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * To set up the resources, see this documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/ug/tutorial-add-crawler.html 
 * 
 * This example performs the following tasks: 
 * 
 * 1. Create a database. 
 * 2. Create a crawler. 
 * 3. Get a crawler. 
 * 4. Start a crawler. 
 * 5. Get a database. 
 * 6. Get tables. 
 * 7. Create a job. 
 * 8. Start a job run. 
 * 9. List all jobs. 
 * 10. Get job runs. 
 * 11. Delete a job. 
 * 12. Delete a database. 
 * 13. Delete a crawler. 
 */

public class GlueScenario { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <iam> <s3Path> <cron> <dbName> <crawlerName> <jobName> \n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    iam - The ARN of the IAM role that has AWS Glue and S3 permissions. 
 \n" + 
            "    s3Path - The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) target that 
 contains data (for example, CSV data).\n" + 
            "    cron - A cron expression used to specify the schedule  (i.e., cron(15 
 12 * * ? *).\n" + 
            "    dbName - The database name. \n" + 
            "    crawlerName - The name of the crawler. \n" + 
            "    jobName - The name you assign to this job definition."+ 
            "    scriptLocation - The Amazon S3 path to a script that runs a job." + 
            "    locationUri - The location of the database" + 
            "    bucketNameSc - The Amazon S3 bucket name used when creating a job" ; 

       if (args.length != 9) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
       } 

        String iam = args[0]; 
        String s3Path = args[1]; 
        String cron = args[2]; 
        String dbName = args[3]; 
        String crawlerName = args[4]; 
        String jobName = args[5]; 
        String scriptLocation = args[6]; 
        String locationUri = args[7]; 
        String bucketNameSc = args[8]; 

        Region region = Region.US_EAST_1; 
        GlueClient glueClient = GlueClient.builder() 
            .region(region) 
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            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 
        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the AWS Glue scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Create a database."); 
        createDatabase(glueClient, dbName, locationUri); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Create a crawler."); 
        createGlueCrawler(glueClient, iam, s3Path, cron, dbName, crawlerName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Get a crawler."); 
        getSpecificCrawler(glueClient, crawlerName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Start a crawler."); 
        startSpecificCrawler(glueClient, crawlerName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Get a database."); 
        getSpecificDatabase(glueClient, dbName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("*** Wait 5 min for the tables to become available"); 
        TimeUnit.MINUTES.sleep(5); 
        System.out.println("6. Get tables."); 
        String myTableName = getGlueTables(glueClient, dbName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Create a job."); 
        createJob(glueClient, jobName, iam, scriptLocation); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Start a Job run."); 
        startJob(glueClient, jobName, dbName, myTableName, bucketNameSc ); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. List all jobs."); 
        getAllJobs(glueClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. Get job runs."); 
        getJobRuns(glueClient, jobName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("11. Delete a job."); 
        deleteJob(glueClient, jobName); 
        System.out.println("*** Wait 5 MIN for the "+crawlerName +" to stop"); 
        TimeUnit.MINUTES.sleep(5); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
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        System.out.println("12. Delete a database."); 
        deleteDatabase(glueClient, dbName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Delete a crawler."); 
        deleteSpecificCrawler(glueClient, crawlerName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Successfully completed the AWS Glue Scenario"); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 

    public static void createDatabase(GlueClient glueClient, String dbName, String 
 locationUri ) { 
        try { 
            DatabaseInput input = DatabaseInput.builder() 
                .description("Built with the AWS SDK for Java V2") 
                .name(dbName) 
                .locationUri(locationUri) 
                .build(); 

            CreateDatabaseRequest request = CreateDatabaseRequest.builder() 
                .databaseInput(input) 
                .build(); 

            glueClient.createDatabase(request); 
            System.out.println(dbName +" was successfully created"); 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createGlueCrawler(GlueClient glueClient, 
                                         String iam, 
                                         String s3Path, 
                                         String cron, 
                                         String dbName, 
                                         String crawlerName) { 

        try { 
            S3Target s3Target = S3Target.builder() 
                .path(s3Path) 
                .build(); 

            List<S3Target> targetList = new ArrayList<>(); 
            targetList.add(s3Target); 
            CrawlerTargets targets = CrawlerTargets.builder() 
                .s3Targets(targetList) 
                .build(); 

            CreateCrawlerRequest crawlerRequest = CreateCrawlerRequest.builder() 
                .databaseName(dbName) 
                .name(crawlerName) 
                .description("Created by the AWS Glue Java API") 
                .targets(targets) 
                .role(iam) 
                .schedule(cron) 
                .build(); 

            glueClient.createCrawler(crawlerRequest); 
            System.out.println(crawlerName +" was successfully created"); 
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        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String crawlerName) { 
        try { 
            GetCrawlerRequest crawlerRequest = GetCrawlerRequest.builder() 
                .name(crawlerName) 
                .build(); 

            boolean ready = false; 
            while(!ready) { 
                GetCrawlerResponse response = glueClient.getCrawler(crawlerRequest); 
                String status = response.crawler().stateAsString(); 
                if (status.compareTo("READY") == 0) { 
                    ready = true ; 
                } 
                Thread.sleep(3000); 
            } 

            System.out.println("The crawler is now ready"); 

        } catch (GlueException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void startSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String crawlerName) 
 { 
        try { 
            StartCrawlerRequest crawlerRequest = StartCrawlerRequest.builder() 
                .name(crawlerName) 
                .build(); 

            glueClient.startCrawler(crawlerRequest); 
            System.out.println(crawlerName +" was successfully started!"); 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getSpecificDatabase(GlueClient glueClient, String databaseName) 
 { 
        try { 
            GetDatabaseRequest databasesRequest = GetDatabaseRequest.builder() 
                .name(databaseName) 
                .build(); 

            GetDatabaseResponse response = glueClient.getDatabase(databasesRequest); 
            Instant createDate = response.database().createTime(); 

            // Convert the Instant to readable date. 
            DateTimeFormatter formatter = 
 DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime( FormatStyle.SHORT ) 
                .withLocale( Locale.US) 
                .withZone( ZoneId.systemDefault() ); 

            formatter.format( createDate ); 
            System.out.println("The create date of the database is " + createDate ); 

        } catch (GlueException e) { 
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            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String getGlueTables(GlueClient glueClient, String dbName){ 
        String myTableName = ""; 
        try { 
            GetTablesRequest tableRequest = GetTablesRequest.builder() 
                .databaseName(dbName) 
                .build(); 

            GetTablesResponse response = glueClient.getTables(tableRequest); 
            List<Table> tables = response.tableList(); 
            if (tables.isEmpty()) { 
                System.out.println("No tables were returned"); 
            } else { 
                for (Table table : tables) { 
                    myTableName = table.name(); 
                    System.out.println("Table name is: " + myTableName); 
                } 
            } 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return myTableName; 
    } 

    public static void startJob(GlueClient glueClient, String jobName, String 
 inputDatabase, String inputTable, String outBucket) { 
        try { 
            Map<String,String> myMap = new HashMap<>(); 
            myMap.put("--input_database", inputDatabase); 
            myMap.put("--input_table", inputTable); 
            myMap.put("--output_bucket_url", outBucket); 

            StartJobRunRequest runRequest = StartJobRunRequest.builder() 
                .workerType(WorkerType.G_1_X) 
                .numberOfWorkers(10) 
                .arguments(myMap) 
                .jobName(jobName) 
                .build(); 

            StartJobRunResponse response = glueClient.startJobRun(runRequest); 
            System.out.println("The request Id of the job is "+ 
 response.responseMetadata().requestId()); 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createJob(GlueClient glueClient, String jobName, String iam, 
 String scriptLocation) { 
        try { 
            JobCommand command = JobCommand.builder() 
                .pythonVersion("3") 
                .name("glueetl") 
                .scriptLocation(scriptLocation) 
                .build(); 

            CreateJobRequest jobRequest = CreateJobRequest.builder() 
                .description("A Job created by using the AWS SDK for Java V2") 
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                .glueVersion("2.0") 
                .workerType(WorkerType.G_1_X) 
                .numberOfWorkers(10) 
                .name(jobName) 
                .role(iam) 
                .command(command) 
                .build(); 

            glueClient.createJob(jobRequest); 
            System.out.println(jobName +" was successfully created."); 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getAllJobs(GlueClient glueClient) { 
        try { 
            GetJobsRequest jobsRequest = GetJobsRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            GetJobsResponse jobsResponse = glueClient.getJobs(jobsRequest); 
            List<Job> jobs = jobsResponse.jobs(); 
            for (Job job: jobs) { 
                System.out.println("Job name is : "+job.name()); 
                System.out.println("The job worker type is : 
 "+job.workerType().name()); 
            } 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getJobRuns(GlueClient glueClient, String jobName) { 
        try { 
            GetJobRunsRequest runsRequest = GetJobRunsRequest.builder() 
                .jobName(jobName) 
                .maxResults(20) 
                .build(); 

            boolean jobDone = false ; 
            while (!jobDone) { 
                GetJobRunsResponse response = glueClient.getJobRuns(runsRequest); 
                List<JobRun> jobRuns = response.jobRuns(); 
                for (JobRun jobRun : jobRuns) { 
                    String jobState = jobRun.jobRunState().name(); 
                    if (jobState.compareTo("SUCCEEDED") == 0) { 
                        System.out.println(jobName + " has succeeded"); 
                        jobDone = true; 

                    } else if (jobState.compareTo("STOPPED") == 0) { 
                        System.out.println("Job run has stopped"); 
                        jobDone = true; 

                    } else if (jobState.compareTo("FAILED") == 0) { 
                        System.out.println("Job run has failed"); 
                        jobDone = true; 

                    } else if (jobState.compareTo("TIMEOUT") == 0) { 
                        System.out.println("Job run has timed out"); 
                        jobDone = true; 
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                    } else { 
                        System.out.println("*** Job run state is " + 
 jobRun.jobRunState().name()); 
                        System.out.println("Job run Id is " + jobRun.id()); 
                        System.out.println("The Glue version is " + 
 jobRun.glueVersion()); 
                    } 
                    TimeUnit.SECONDS.sleep(5); 
                } 
            } 

        } catch (GlueException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteJob(GlueClient glueClient, String jobName) { 
        try { 
            DeleteJobRequest jobRequest = DeleteJobRequest.builder() 
                .jobName(jobName) 
                .build(); 

            glueClient.deleteJob(jobRequest); 
            System.out.println(jobName +" was successfully deleted"); 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteDatabase(GlueClient glueClient, String databaseName) { 
        try { 
            DeleteDatabaseRequest request = DeleteDatabaseRequest.builder() 
                .name(databaseName) 
                .build(); 

            glueClient.deleteDatabase(request); 
            System.out.println(databaseName +" was successfully deleted"); 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String crawlerName) 
 { 
        try { 
            DeleteCrawlerRequest deleteCrawlerRequest = DeleteCrawlerRequest.builder() 
                .name(crawlerName) 
                .build(); 

            glueClient.deleteCrawler(deleteCrawlerRequest); 
            System.out.println(crawlerName +" was deleted"); 

        } catch (GlueException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            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」の以下のトピックを参照して
ください。
• CreateCrawler
• CreateJob
• DeleteCrawler
• DeleteDatabase
• DeleteJob
• DeleteTable
• GetCrawler
• GetDatabase
• GetDatabases
• GetJob
• GetJobRun
• GetJobRuns
• GetTables
• ListJobs
• StartCrawler
• StartJobRun

Java 2.x 用の SDK を使用した IAM の例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with IAM を使用してアクションおよび実行する方法を示していま
す。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

ポリシーをロールにアタッチする

次のコード例は、ロールに IAM ポリシーをアタッチする方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String 
 policyArn ) { 
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        try { 
            ListAttachedRolePoliciesRequest request = 
 ListAttachedRolePoliciesRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            ListAttachedRolePoliciesResponse response = 
 iam.listAttachedRolePolicies(request); 
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies(); 

            // Ensure that the policy is not attached to this role 
            String polArn = ""; 
            for (AttachedPolicy policy: attachedPolicies) { 
                polArn = policy.policyArn(); 
                if (polArn.compareTo(policyArn)==0) { 
                    System.out.println(roleName + " policy is already attached to this 
 role."); 
                    return; 
                } 
            } 

           AttachRolePolicyRequest attachRequest = AttachRolePolicyRequest.builder() 
               .roleName(roleName) 
               .policyArn(policyArn) 
               .build(); 

           iam.attachRolePolicy(attachRequest); 

           System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + 
                " to role " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AttachRolePolicyリファレンスのを参照してくだ
さい。

ポリシーの作成

次のコード例は、IAM ポリシーを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName ) { 

        try { 
            // Create an IamWaiter object. 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 

            CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder() 
                .policyName(policyName) 
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                .policyDocument(PolicyDocument) 
                .build(); 

            CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request); 

            // Wait until the policy is created. 
            GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder() 
                .policyArn(response.policy().arn()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists = 
 iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest); 
            waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.policy().arn(); 

         } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return "" ; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreatePolicyリファレンスのを参照してくださ
い。

ロールを作成する

次のコード例は、IAM ロールを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String 
 fileLocation ) throws Exception { 

        try { 
            JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation); 
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder() 
                .roleName(rolename) 
                .assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString()) 
                .description("Created using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request); 
            System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn()); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception { 
        FileReader reader = new FileReader(filename); 
        JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 
        return jsonParser.parse(reader); 
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    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateRoleリファレンスのを参照してくださ
い。

ユーザーの作成

次のコード例は、IAM ユーザーを作成する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createIAMUser(IamClient iam, String username ) { 

        try { 
            // Create an IamWaiter object 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 

            CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder() 
                .userName(username) 
                .build(); 

            CreateUserResponse response = iam.createUser(request); 

            // Wait until the user is created 
            GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder() 
                .userName(response.user().userName()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists = 
 iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest); 
            waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.user().userName(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
       return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateUserリファレンスのを参照してくださ
い。

アクセスキーの作成

次のコード例は、IAM アクセスキーを作成する方法を示しています。
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Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createIAMAccessKey(IamClient iam,String user) { 

        try { 
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder() 
                .userName(user) 
                .build(); 

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request); 
            return response.accessKey().accessKeyId(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateAccessKeyリファレンスのを参照してく
ださい。

アカウントのエイリアスを作成します。

次のコード例は、IAM アカウントのエイリアスを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias) { 

        try { 
            CreateAccountAliasRequest request = CreateAccountAliasRequest.builder() 
                .accountAlias(alias) 
                .build(); 

            iam.createAccountAlias(request); 
            System.out.println("Successfully created account alias: " + alias); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateAccountAliasリファレンスのを参照してく
ださい。

ポリシーの削除

次のコード例は、IAM ポリシーを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteIAMPolicy(IamClient iam,String policyARN) { 

        try { 
            DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder() 
                .policyArn(policyARN) 
                .build(); 

            iam.deletePolicy(request); 
            System.out.println("Successfully deleted the policy"); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeletePolicyリファレンスのを参照してくださ
い。

ユーザーの削除

次のコード例は、IAM ユーザーを削除する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) { 
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        try { 
            DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder() 
                .userName(userName) 
                .build(); 

            iam.deleteUser(request); 
            System.out.println("Successfully deleted IAM user " + userName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteUserリファレンスのを参照してくださ
い。

アクセスキーの削除

次のコード例は、IAM アクセスキーを削除する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteKey(IamClient iam ,String username, String accessKey ) { 

        try { 
            DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder() 
                .accessKeyId(accessKey) 
                .userName(username) 
                .build(); 

            iam.deleteAccessKey(request); 
            System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey + 
                " from user " + username); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteAccessKeyリファレンスのを参照してくだ
さい。

アカウントエイリアスを削除する

次のコード例は、IAM アカウントエイリアスを削除する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias ) { 

        try { 
            DeleteAccountAliasRequest request = DeleteAccountAliasRequest.builder() 
                .accountAlias(alias) 
                .build(); 

            iam.deleteAccountAlias(request); 
            System.out.println("Successfully deleted account alias " + alias); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteAccountAliasリファレンスのを参照してく
ださい。

ロールからポリシーをデタッチする

次のコード例は、ロールから IAM ポリシーをデタッチする方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void detachPolicy(IamClient iam, String roleName, String policyArn ) 
 { 

        try { 
            DetachRolePolicyRequest request = DetachRolePolicyRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .policyArn(policyArn) 
                .build(); 

            iam.detachRolePolicy(request); 
            System.out.println("Successfully detached policy " + policyArn + 
                " from role " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DetachRolePolicyリファレンスのを参照してく
ださい。

ユーザーのアクセスキーを一覧表示

次のコード例は、ユーザーの IAM アクセスキーを一覧表示する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listKeys( IamClient iam,String userName ){ 

        try { 
            boolean done = false; 
            String newMarker = null; 

            while (!done) { 
                ListAccessKeysResponse response; 

                if(newMarker == null) { 
                    ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder() 
                    .userName(userName) 
                    .build(); 

                    response = iam.listAccessKeys(request); 

                } else { 
                    ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder() 
                        .userName(userName) 
                        .marker(newMarker) 
                        .build(); 

                    response = iam.listAccessKeys(request); 
                } 

                for (AccessKeyMetadata metadata : response.accessKeyMetadata()) { 
                    System.out.format("Retrieved access key %s", 
 metadata.accessKeyId()); 
            } 

            if (!response.isTruncated()) { 
                done = true; 
            } else { 
                newMarker = response.marker(); 
            } 
        } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListAccessKeysリファレンスのを参照してくだ
さい。

アカウントエイリアスを一覧表示する

次のコード例は、IAM アカウントエイリアスをリストする方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAliases(IamClient iam) { 

        try { 
            ListAccountAliasesResponse response = iam.listAccountAliases(); 
            for (String alias : response.accountAliases()) { 
                System.out.printf("Retrieved account alias %s", alias); 
            } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListAccountAliasesリファレンスのを参照してく
ださい。

ユーザーの一覧表示

次のコード例は、IAM ユーザーを一覧表示する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllUsers(IamClient iam ) { 

        try { 

            boolean done = false; 
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            String newMarker = null; 

            while(!done) { 
                ListUsersResponse response; 
                if (newMarker == null) { 
                    ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder().build(); 
                    response = iam.listUsers(request); 
                } else { 
                    ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder() 
                        .marker(newMarker) 
                        .build(); 

                    response = iam.listUsers(request); 
                } 

                for(User user : response.users()) { 
                    System.out.format("\n Retrieved user %s", user.userName()); 
                    AttachedPermissionsBoundary permissionsBoundary = 
 user.permissionsBoundary(); 
                    if (permissionsBoundary != null) 
                        System.out.format("\n Permissions boundary details %s", 
 permissionsBoundary.permissionsBoundaryTypeAsString()); 
                } 

                if(!response.isTruncated()) { 
                    done = true; 
                } else { 
                    newMarker = response.marker(); 
                } 
            } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListUsersリファレンスのを参照してください。

ユーザーの更新

次のコード例は、IAM ユーザーを更新する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void updateIAMUser(IamClient iam, String curName,String newName ) { 

        try { 
            UpdateUserRequest request = UpdateUserRequest.builder() 
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                .userName(curName) 
                .newUserName(newName) 
                .build(); 

            iam.updateUser(request); 
            System.out.printf("Successfully updated user to username %s", newName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UpdateUserリファレンスのを参照してくださ
い。

アクセスキーの更新

次のコード例は、IAM アクセスキーを更新する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void updateKey(IamClient iam, String username, String accessId, 
 String status ) { 

        try { 
            if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("active")) { 
                statusType = StatusType.ACTIVE; 
            } else if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("inactive")) { 
                 statusType = StatusType.INACTIVE; 
            } else { 
                statusType = StatusType.UNKNOWN_TO_SDK_VERSION; 
            } 

            UpdateAccessKeyRequest request = UpdateAccessKeyRequest.builder() 
                .accessKeyId(accessId) 
                .userName(username) 
                .status(statusType) 
                .build(); 

            iam.updateAccessKey(request); 
            System.out.printf("Successfully updated the status of access key %s to" + 
                        "status %s for user %s", accessId, status, username); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UpdateAccessKeyリファレンスのを参照してく
ださい。

シナリオ

ユーザーを作成してロールを引き受ける

次のコード例は、ユーザーを作成しロールを割り当てる方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

• 権限のないユーザーを作成します。
• 指定したアカウントに Amazon S3 バケットへのアクセス権限を付与するロールを作成します。
• ユーザーにロールを引き受けさせるポリシーを追加します。
• ロールを引き受け、一時的な認証情報を使用して S3 バケットを一覧表示しリソースをクリーンアップ

します。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

IAM ユーザーアクションをラップする関数を作成します。

/* 
  To run this Java V2 code example, set up your development environment, including your 
 credentials. 

  For information, see this documentation topic: 

  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 

  This example performs these operations: 

  1. Creates a user that has no permissions. 
  2. Creates a role and policy that grants Amazon S3 permissions. 
  3. Creates a role. 
  4. Grants the user permissions. 
  5. Gets temporary credentials by assuming the role.  Creates an Amazon S3 Service 
 client object with the temporary credentials. 
  6. Deletes the resources. 
 */

public class IAMScenario { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static final String PolicyDocument = 
        "{" + 
            "  \"Version\": \"2012-10-17\"," + 
            "  \"Statement\": [" + 
            "    {" + 
            "        \"Effect\": \"Allow\"," + 
            "        \"Action\": [" + 
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            "            \"s3:*\"" + 
            "       ]," + 
            "       \"Resource\": \"*\"" + 
            "    }" + 
            "   ]" + 
            "}"; 

    public static String userArn; 
    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <bucketName> \n
\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    username - The name of the IAM user to create. \n\n" + 
            "    policyName - The name of the policy to create. \n\n" + 
            "    roleName - The name of the role to create. \n\n" + 
            "    roleSessionName - The name of the session required for the assumeRole 
 operation. \n\n" + 
            "    bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects are 
 read. \n\n"; 

        if (args.length != 5) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String userName = args[0]; 
        String policyName = args[1]; 
        String roleName = args[2]; 
        String roleSessionName = args[3]; 
        String bucketName = args[4]; 

        Region region = Region.AWS_GLOBAL; 
        IamClient iam = IamClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the AWS IAM example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println(" 1. Create the IAM user."); 
        User createUser = createIAMUser(iam, userName); 

        System.out.println(DASHES); 
        userArn = createUser.arn(); 

        AccessKey myKey = createIAMAccessKey(iam, userName); 
        String accessKey = myKey.accessKeyId(); 
        String secretKey = myKey.secretAccessKey(); 
        String assumeRolePolicyDocument = "{" + 
            "\"Version\": \"2012-10-17\"," + 
            "\"Statement\": [{" + 
            "\"Effect\": \"Allow\"," + 
            "\"Principal\": {" + 
            " \"AWS\": \"" + userArn + "\"" + 
            "}," + 
            "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" + 
            "}]" + 
            "}"; 

        System.out.println(assumeRolePolicyDocument); 
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        System.out.println(userName + " was successfully created."); 
        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Creates a policy."); 
        String polArn = createIAMPolicy(iam, policyName); 
        System.out.println("The policy " + polArn + " was successfully created."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Creates a role."); 
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30); 
        String roleArn = createIAMRole(iam, roleName, assumeRolePolicyDocument); 
        System.out.println(roleArn + " was successfully created."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Grants the user permissions."); 
        attachIAMRolePolicy(iam, roleName, polArn); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("*** Wait for 30 secs so the resource is available"); 
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30); 
        System.out.println("5. Gets temporary credentials by assuming the role."); 
        System.out.println("Perform an Amazon S3 Service operation using the temporary 
 credentials."); 
        assumeRole(roleArn, roleSessionName, bucketName, accessKey, secretKey); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6 Getting ready to delete the AWS resources"); 
        deleteKey(iam, userName, accessKey ); 
        deleteRole(iam, roleName, polArn); 
        deleteIAMUser(iam, userName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("This IAM Scenario has successfully completed"); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 

    public static AccessKey createIAMAccessKey(IamClient iam, String user) { 
        try { 
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder() 
                .userName(user) 
                .build(); 

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request); 
            return response.accessKey(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    public static User createIAMUser(IamClient iam, String username) { 
        try { 
            // Create an IamWaiter object 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 
            CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder() 
                .userName(username) 
                .build(); 

            // Wait until the user is created. 
            CreateUserResponse response = iam.createUser(request); 
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            GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder() 
                .userName(response.user().userName()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists = 
 iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest); 
            waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.user(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String json) { 

        try { 
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder() 
                .roleName(rolename) 
                .assumeRolePolicyDocument(json) 
                .description("Created using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request); 
            System.out.println("The ARN of the role is " + response.role().arn()); 
            return response.role().arn(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName) { 
        try { 
            // Create an IamWaiter object. 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 
            CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder() 
                .policyName(policyName) 
                .policyDocument(PolicyDocument).build(); 

            CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request); 
            GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder() 
                .policyArn(response.policy().arn()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists = 
 iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest); 
            waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.policy().arn(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String 
 policyArn) { 
        try { 
            ListAttachedRolePoliciesRequest request = 
 ListAttachedRolePoliciesRequest.builder() 
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                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            ListAttachedRolePoliciesResponse response = 
 iam.listAttachedRolePolicies(request); 
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies(); 
            String polArn; 
            for (AttachedPolicy policy : attachedPolicies) { 
                polArn = policy.policyArn(); 
                if (polArn.compareTo(policyArn) == 0) { 
                    System.out.println(roleName + " policy is already attached to this 
 role."); 
                    return; 
                } 
            } 

            AttachRolePolicyRequest attachRequest = AttachRolePolicyRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .policyArn(policyArn) 
                .build(); 

            iam.attachRolePolicy(attachRequest); 
            System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + " to role 
 " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Invoke an Amazon S3 operation using the Assumed Role. 
    public static void assumeRole(String roleArn, String roleSessionName, String 
 bucketName, String keyVal, String keySecret) { 

        // Use the creds of the new IAM user that was created in this code example. 
        AwsBasicCredentials credentials = AwsBasicCredentials.create(keyVal, 
 keySecret); 
        StsClient stsClient = StsClient.builder() 
            .region(Region.US_EAST_1) 
            .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(credentials)) 
            .build(); 

        try { 
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder() 
                .roleArn(roleArn) 
                .roleSessionName(roleSessionName) 
                .build(); 

            AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest); 
            Credentials myCreds = roleResponse.credentials(); 
            String key = myCreds.accessKeyId(); 
            String secKey = myCreds.secretAccessKey(); 
            String secToken = myCreds.sessionToken(); 

            // List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds retrieved 
 by invoking assumeRole. 
            Region region = Region.US_EAST_1; 
            S3Client s3 = S3Client.builder() 
                
 .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(AwsSessionCredentials.create(key, 
 secKey, secToken))) 
                .region(region) 
                .build(); 

            System.out.println("Created a S3Client using temp credentials."); 
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            System.out.println("Listing objects in " + bucketName); 
            ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects); 
            List<S3Object> objects = res.contents(); 
            for (S3Object myValue : objects) { 
                System.out.println("The name of the key is " + myValue.key()); 
                System.out.println("The owner is " + myValue.owner()); 
            } 

        } catch (StsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 
    public static void deleteRole(IamClient iam, String roleName, String polArn) { 

        try { 
            // First the policy needs to be detached. 
            DetachRolePolicyRequest rolePolicyRequest = 
 DetachRolePolicyRequest.builder() 
                .policyArn(polArn) 
                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest); 

            // Delete the policy. 
            DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder() 
                .policyArn(polArn) 
                .build(); 

            iam.deletePolicy(request); 
            System.out.println("*** Successfully deleted " + polArn); 

            // Delete the role. 
            DeleteRoleRequest roleRequest = DeleteRoleRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            iam.deleteRole(roleRequest); 
            System.out.println("*** Successfully deleted " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteKey(IamClient iam ,String username, String accessKey ) { 
        try { 
            DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder() 
                .accessKeyId(accessKey) 
                .userName(username) 
                .build(); 

            iam.deleteAccessKey(request); 
            System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey + 
                " from user " + username); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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    } 

    public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) { 
        try { 
            DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder() 
                .userName(userName) 
                .build(); 

            iam.deleteUser(request); 
            System.out.println("*** Successfully deleted " + userName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            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。
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

AWS KMSJava 2.x 用の SDK の使用例
次のコード例は、を使用して、を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示していますAWS 
KMS。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

キーの許可を作成する

次のコード例は、KMS キー用の権限を作成する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createGrant(KmsClient kmsClient, String keyId, String 
 granteePrincipal, String operation) { 

        try { 
            CreateGrantRequest grantRequest = CreateGrantRequest.builder() 
                .keyId(keyId) 
                .granteePrincipal(granteePrincipal) 
                .operationsWithStrings(operation) 
                .build(); 

            CreateGrantResponse response = kmsClient.createGrant(grantRequest); 
            return response.grantId(); 

        }catch (KmsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateGrantリファレンスのを参照してくださ
い。

キーを作成する

次のコード例は、を作成する方法を示していますAWS KMS key。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createKey(KmsClient kmsClient, String keyDesc) { 

        try { 
            CreateKeyRequest keyRequest = CreateKeyRequest.builder() 
                .description(keyDesc) 
                .customerMasterKeySpec(CustomerMasterKeySpec.SYMMETRIC_DEFAULT) 
                .keyUsage("ENCRYPT_DECRYPT") 
                .build(); 

            CreateKeyResponse result = kmsClient.createKey(keyRequest); 
            System.out.printf("Created a customer key with id \"%s\"%n", 
 result.keyMetadata().arn()); 
            return result.keyMetadata().keyId(); 

        } catch (KmsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
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    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateKeyリファレンスのを参照してください。

キーのエイリアスの作成

次のコード例は、KMS キーキーのエイリアスを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createCustomAlias(KmsClient kmsClient, String targetKeyId, 
 String aliasName) { 

        try { 
            CreateAliasRequest aliasRequest = CreateAliasRequest.builder() 
                .aliasName(aliasName) 
                .targetKeyId(targetKeyId) 
                .build(); 

            kmsClient.createAlias(aliasRequest); 

        } catch (KmsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateAliasリファレンスのを参照してくださ
い。

暗号文を復号化

次のコード例は、KMS キーで暗号化された暗号化テキストを復号する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void decryptData(KmsClient kmsClient, SdkBytes encryptedData, String 
 keyId) { 

        try { 
             DecryptRequest decryptRequest = DecryptRequest.builder() 
                 .ciphertextBlob(encryptedData) 
                 .keyId(keyId) 
                 .build(); 

            DecryptResponse decryptResponse = kmsClient.decrypt(decryptRequest); 
            decryptResponse.plaintext(); 
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        } catch (KmsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI リファレンスの「復号化」を参照してくださ
い。

キーの説明

次のコード例は、KMS キーを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeSpecifcKey(KmsClient kmsClient,String keyId ){ 

        try { 
            DescribeKeyRequest keyRequest = DescribeKeyRequest.builder() 
                .keyId(keyId) 
                .build(); 

            DescribeKeyResponse response = kmsClient.describeKey(keyRequest); 
            System.out.println("The key description is 
 "+response.keyMetadata().description()); 
            System.out.println("The key ARN is "+response.keyMetadata().arn()); 

        } catch (KmsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
       } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeKeyリファレンスのを参照してくださ
い。

キーを無効にする

次のコード例は、KMS キーを無効にする方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void disableKey( KmsClient kmsClient, String keyId) { 

        try { 
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            DisableKeyRequest keyRequest = DisableKeyRequest.builder() 
                .keyId(keyId) 
                .build(); 

            kmsClient.disableKey(keyRequest); 

        } catch (KmsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DisableKeyリファレンスのを参照してくださ
い。

キーを有効にする

次のコード例は、KMS キーを有効する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void enableKey(KmsClient kmsClient, String keyId) { 

        try { 
            EnableKeyRequest enableKeyRequest = EnableKeyRequest.builder() 
                .keyId(keyId) 
                .build(); 

            kmsClient.enableKey(enableKeyRequest); 

        } catch (KmsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
   }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI EnableKeyリファレンスのを参照してくださ
い。

キーを使用してテキストを暗号化する

次のコード例は、KMS キーを使用してテキストを暗号化する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

     public static SdkBytes encryptData(KmsClient kmsClient, String keyId) { 
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         try { 
             SdkBytes myBytes = SdkBytes.fromByteArray(new byte[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
 8, 9, 0}); 

             EncryptRequest encryptRequest = EncryptRequest.builder() 
                 .keyId(keyId) 
                 .plaintext(myBytes) 
                 .build(); 

             EncryptResponse response = kmsClient.encrypt(encryptRequest); 
             String algorithm = response.encryptionAlgorithm().toString(); 
             System.out.println("The encryption algorithm is " + algorithm); 

             // Get the encrypted data. 
             SdkBytes encryptedData = response.ciphertextBlob(); 
             return encryptedData; 

         } catch (KmsException e) { 
             System.err.println(e.getMessage()); 
             System.exit(1); 
         } 
         return null; 
     }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI リファレンスの「暗号化」を参照してくださ
い。

キーのエイリアスを一覧表示する

次のコード例は、KMS キーのエイリアスを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllAliases( KmsClient kmsClient) { 

        try { 
            ListAliasesRequest aliasesRequest = ListAliasesRequest.builder() 
                .limit(15) 
                .build(); 

            ListAliasesResponse aliasesResponse = 
 kmsClient.listAliases(aliasesRequest) ; 
            List<AliasListEntry> aliases = aliasesResponse.aliases(); 
            for (AliasListEntry alias: aliases) { 
                System.out.println("The alias name is: "+alias.aliasName()); 
            } 

        } catch (KmsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListAliasesリファレンスのを参照してください。
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キーの付与を一覧表示する

次のコード例は、KMS キーに対する権限を一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void displayGrantIds(KmsClient kmsClient, String keyId) { 

        try { 
            ListGrantsRequest grantsRequest = ListGrantsRequest.builder() 
                .keyId(keyId) 
                .limit(15) 
                .build(); 

            ListGrantsResponse response = kmsClient.listGrants(grantsRequest); 
            List<GrantListEntry> grants = response.grants(); 
            for ( GrantListEntry grant: grants) { 
                System.out.println("The grant Id is : "+grant.grantId()); 
            } 

        } catch (KmsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListGrantsリファレンスのを参照してください。

キーのリスト化

次のコード例は、KMS キーを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllKeys(KmsClient kmsClient) { 

        try { 
            ListKeysRequest listKeysRequest = ListKeysRequest.builder() 
                .limit(15) 
                .build(); 

            ListKeysResponse keysResponse = kmsClient.listKeys(listKeysRequest); 
            List<KeyListEntry> keyListEntries = keysResponse.keys(); 
            for (KeyListEntry key : keyListEntries) { 
                System.out.println("The key ARN is: " + key.keyArn()); 
                System.out.println("The key Id is: " + key.keyId()); 
            } 

        } catch (KmsException e) { 
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            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListKeysリファレンスのを参照してください。

Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Keyspaces の例
次のコード例は、を使用して Amazon Key3 を使用して Amazon Key3 を使用して Amazon Key3 を使用し
て Amazon Key3 を使用して Amazon Keyspaces 3AWS SDK for Java 2.x を使用して、一般的なシナリオ
を実装する方法を示しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

開始方法

こんにちは Amazon Keyspaces

次のコード例は、Amazon Keyspaces の使用を開始する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 */ 
 public class HelloKeyspaces { 

    public static void main(String[]args) { 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        KeyspacesClient keyClient = KeyspacesClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        listKeyspaces(keyClient); 
    } 
    public static void listKeyspaces(KeyspacesClient keyClient) { 
        try { 
            ListKeyspacesRequest keyspacesRequest = ListKeyspacesRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .build(); 
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            ListKeyspacesResponse response = keyClient.listKeyspaces(keyspacesRequest); 
            List<KeyspaceSummary> keyspaces = response.keyspaces(); 
            for (KeyspaceSummary keyspace: keyspaces) { 
                System.out.println("The name of the keyspace is 
 "+keyspace.keyspaceName()); 
            } 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListKeyspacesリファレンスのを参照してくださ
い。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

キースペースの作成

次のコード例は、Amazon Keyspaces を作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createKeySpace(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName) { 
        try { 
            CreateKeyspaceRequest keyspaceRequest = CreateKeyspaceRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .build(); 

            CreateKeyspaceResponse response = 
 keyClient.createKeyspace(keyspaceRequest); 
            System.out.println("The ARN of the KeySpace is "+response.resourceArn()); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateKeyspaceリファレンスのを参照してくだ
さい。

テーブルの作成

次のコード例は、Amazon Keyspaces ステーブルを作成する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createTable(KeyspacesClient keyClient, String keySpace, String 
 tableName) { 
        try { 
            // Set the columns. 
            ColumnDefinition defTitle = ColumnDefinition.builder() 
                .name("title") 
                .type("text") 
                .build(); 

            ColumnDefinition defYear = ColumnDefinition.builder() 
                .name("year") 
                .type("int") 
                .build(); 

            ColumnDefinition defReleaseDate = ColumnDefinition.builder() 
                .name("release_date") 
                .type("timestamp") 
                .build(); 

            ColumnDefinition defPlot = ColumnDefinition.builder() 
                .name("plot") 
                .type("text") 
                .build(); 

            List<ColumnDefinition> colList = new ArrayList<>(); 
            colList.add(defTitle); 
            colList.add(defYear); 
            colList.add(defReleaseDate); 
            colList.add(defPlot); 

            // Set the keys. 
            PartitionKey yearKey = PartitionKey.builder() 
                .name("year") 
                .build(); 

            PartitionKey titleKey = PartitionKey.builder() 
                .name("title") 
                .build(); 

            List<PartitionKey> keyList = new ArrayList<>(); 
            keyList.add(yearKey); 
            keyList.add(titleKey); 

            SchemaDefinition schemaDefinition = SchemaDefinition.builder() 
                .partitionKeys(keyList) 
                .allColumns(colList) 
                .build(); 

            PointInTimeRecovery timeRecovery = PointInTimeRecovery.builder() 
                .status(PointInTimeRecoveryStatus.ENABLED) 
                .build(); 

            CreateTableRequest tableRequest = CreateTableRequest.builder() 
                .keyspaceName(keySpace) 
                .tableName(tableName) 
                .schemaDefinition(schemaDefinition) 
                .pointInTimeRecovery(timeRecovery) 
                .build(); 
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            CreateTableResponse response = keyClient.createTable(tableRequest); 
            System.out.println("The table ARN is "+response.resourceArn()); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateTableリファレンスのを参照してくださ
い。

キースペースの削除

次のコード例は、Amazon Keyspaces を削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteKeyspace(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName) { 
        try { 
            DeleteKeyspaceRequest deleteKeyspaceRequest = 
 DeleteKeyspaceRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .build(); 

            keyClient.deleteKeyspace(deleteKeyspaceRequest); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteKeyspaceリファレンスのを参照してくだ
さい。

テーブルの削除

次のコード例は、Amazon Keyspaces ステーブルを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteTable(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName, 
 String tableName){ 
        try { 
            DeleteTableRequest tableRequest = DeleteTableRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
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                .tableName(tableName) 
                .build(); 

            keyClient.deleteTable(tableRequest); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteTableリファレンスのを参照してくださ
い。

キースペースに関するデータを取得

次のコード例は、Amazon Keyspaces に関するデータを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void checkKeyspaceExistence(KeyspacesClient keyClient, String 
 keyspaceName) { 
        try { 
            GetKeyspaceRequest keyspaceRequest = GetKeyspaceRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .build(); 

            GetKeyspaceResponse response = keyClient.getKeyspace(keyspaceRequest); 
            String name = response.keyspaceName(); 
            System.out.println("The "+ name+ " KeySpace is ready"); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetKeyspaceリファレンスのを参照してくださ
い。

テーブルに関するデータを取得する

次のコード例は、Amazon Keyspaces テーブルに関するデータを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void checkTable(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName, 
 String tableName)throws InterruptedException { 
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        try { 
            boolean tableStatus = false; 
            String status; 
            GetTableResponse response = null; 
            GetTableRequest tableRequest = GetTableRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

            while (!tableStatus) { 
                response = keyClient.getTable(tableRequest); 
                status = response.statusAsString(); 
                System.out.println(". The table status is "+status); 

                if (status.compareTo("ACTIVE") ==0) { 
                    tableStatus = true; 
                } 
                Thread.sleep(500); 
            } 

            List<ColumnDefinition> cols = response.schemaDefinition().allColumns(); 
            for (ColumnDefinition def: cols) { 
                System.out.println("The column name is "+def.name()); 
                System.out.println("The column type is "+def.type()); 
            } 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetTableリファレンスのを参照してください。

キースペースのリスト化

次のコード例は、Amazon Keyspaces を一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listKeyspacesPaginator(KeyspacesClient keyClient) { 
        try { 
            ListKeyspacesRequest keyspacesRequest = ListKeyspacesRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            ListKeyspacesIterable listRes = 
 keyClient.listKeyspacesPaginator(keyspacesRequest); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.keyspaces().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" Name: " + 
 content.keyspaceName())); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListKeyspacesリファレンスのを参照してくださ
い。

キースペース内のテーブルを一覧表示する

次のコード例は、キースペース内の Amazon キースペーステーブルを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listTables(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName) { 
        try { 
            ListTablesRequest tablesRequest = ListTablesRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .build(); 

            ListTablesIterable listRes = keyClient.listTablesPaginator(tablesRequest); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.tables().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" ARN: " + content.resourceArn() 
 + 
                    " Table name: " + content.tableName())); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListTablesリファレンスのを参照してください。

テーブルのポイントインタイムリカバリ

次のコード例は、Amazon Keyspaces テーブルをポイントインタイム復元する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void restoreTable(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName, 
 ZonedDateTime utc) { 
        try { 
            Instant myTime = utc.toInstant(); 
            RestoreTableRequest restoreTableRequest = RestoreTableRequest.builder() 
                .restoreTimestamp(myTime) 
                .sourceTableName("Movie") 
                .targetKeyspaceName(keyspaceName) 
                .targetTableName("MovieRestore") 
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                .sourceKeyspaceName(keyspaceName) 
                .build(); 

            RestoreTableResponse response = 
 keyClient.restoreTable(restoreTableRequest); 
            System.out.println("The ARN of the restored table is 
 "+response.restoredTableARN()); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI RestoreTableリファレンスのを参照してくださ
い。

テーブルの更新

次のコード例は、Amazon Keyspaces ステーブルを更新する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void updateTable(KeyspacesClient keyClient, String keySpace, String 
 tableName){ 
        try { 
            ColumnDefinition def = ColumnDefinition.builder() 
                .name("watched") 
                .type("boolean") 
                .build(); 

            UpdateTableRequest tableRequest = UpdateTableRequest.builder() 
                .keyspaceName(keySpace) 
                .tableName(tableName) 
                .addColumns(def) 
                .build(); 

            keyClient.updateTable(tableRequest); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UpdateTableリファレンスのを参照してくださ
い。

シナリオ

キースペースとテーブルの使用開始

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。
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• キースペースとテーブルを作成します。テーブルスキーマにはムービーデータが保存され、point-in-time
リカバリが有効になっています。

• SigV4認証による安全なTLSConnect を使用してキースペースに接続します。
• テーブルに対してクエリを実行します。ムービーデータを追加、取得、更新します。
• テーブルを更新します。視聴した映画を追跡する列を追加します。
• テーブルを以前の状態に戻し、リソースをクリーンアップします。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * Before running this Java code example, you must create a 
 * Java keystore (JKS) file and place it in your project's resources folder. 
 * 
 * This file is a secure file format used to hold certificate information for 
 * Java applications. This is required to make a connection to Amazon Keyspaces. 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/using_java_driver.html 
 * 
 * This Java example performs the following tasks: 
 * 
 * 1. Create a keyspace. 
 * 2. Check for keyspace existence. 
 * 3. List keyspaces using a paginator. 
 * 4. Create a table with a simple movie data schema and enable point-in-time recovery. 
 * 5. Check for the table to be in an Active state. 
 * 6. List all tables in the keyspace. 
 * 7. Use a Cassandra driver to insert some records into the Movie table. 
 * 8. Get all records from the Movie table. 
 * 9. Get a specific Movie. 
 * 10. Get a UTC timestamp for the current time. 
 * 11. Update the table schema to add a ‘watched’ Boolean column. 
 * 12. Update an item as watched. 
 * 13. Query for items with watched = True. 
 * 14. Restore the table back to the previous state using the timestamp. 
 * 15. Check for completion of the restore action. 
 * 16. Delete the table. 
 * 17. Confirm that both tables are deleted. 
 * 18. Delete the keyspace. 
 */

public class ScenarioKeyspaces { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-") ; 

    /* 
    Usage: 
      fileName - The name of the JSON file that contains movie data. (Get this file 
 from the GitHub repo at resources/sample_file.) 
      keyspaceName - The name of the keyspace to create. 
   */ 
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    public static void main(String[]args) throws InterruptedException, IOException { 
        String fileName = "<Replace with the JSON file that contains movie data>" ; 
        String keyspaceName = "<Replace with the name of the keyspace to create>"; 
        String titleUpdate = "The Family"; 
        int yearUpdate = 2013 ; 
        String tableName = "Movie" ; 
        String tableNameRestore = "MovieRestore" ; 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        KeyspacesClient keyClient = KeyspacesClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        DriverConfigLoader loader = 
 DriverConfigLoader.fromClasspath("application.conf"); 
        CqlSession session = CqlSession.builder() 
            .withConfigLoader(loader) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon Keyspaces example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Create a keyspace."); 
        createKeySpace(keyClient, keyspaceName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        Thread.sleep(5000); 
        System.out.println("2. Check for keyspace existence."); 
        checkKeyspaceExistence(keyClient, keyspaceName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. List keyspaces using a paginator."); 
        listKeyspacesPaginator(keyClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Create a table with a simple movie data schema and 
 enable point-in-time recovery."); 
        createTable(keyClient, keyspaceName, tableName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Check for the table to be in an Active state."); 
        Thread.sleep(6000); 
        checkTable(keyClient, keyspaceName, tableName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. List all tables in the keyspace."); 
        listTables(keyClient, keyspaceName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Use a Cassandra driver to insert some records into the 
 Movie table."); 
        Thread.sleep(6000); 
        loadData(session, fileName, keyspaceName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Get all records from the Movie table."); 
        getMovieData(session, keyspaceName); 
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        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. Get a specific Movie."); 
        getSpecificMovie(session, keyspaceName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. Get a UTC timestamp for the current time."); 
        ZonedDateTime utc = ZonedDateTime.now(ZoneOffset.UTC); 
        System.out.println("DATETIME = " + Date.from(utc.toInstant())); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("11. Update the table schema to add a watched Boolean 
 column."); 
        updateTable(keyClient, keyspaceName, tableName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("12. Update an item as watched."); 
        Thread.sleep(10000); // Wait 10 secs for the update. 
        updateRecord(session, keyspaceName, titleUpdate, yearUpdate); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("13. Query for items with watched = True."); 
        getWatchedData(session, keyspaceName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("14. Restore the table back to the previous state using the 
 timestamp."); 
        System.out.println("Note that the restore operation can take up to 20 
 minutes."); 
        restoreTable(keyClient, keyspaceName, utc); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("15. Check for completion of the restore action."); 
        Thread.sleep(5000); 
        checkRestoredTable(keyClient, keyspaceName, "MovieRestore"); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("16. Delete both tables."); 
        deleteTable(keyClient, keyspaceName, tableName); 
        deleteTable(keyClient, keyspaceName, tableNameRestore); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("17. Confirm that both tables are deleted."); 
        checkTableDelete(keyClient, keyspaceName, tableName); 
        checkTableDelete(keyClient, keyspaceName, tableNameRestore); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("18. Delete the keyspace."); 
        deleteKeyspace(keyClient, keyspaceName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("The scenario has completed successfully."); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 
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    public static void deleteKeyspace(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName) { 
        try { 
            DeleteKeyspaceRequest deleteKeyspaceRequest = 
 DeleteKeyspaceRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .build(); 

            keyClient.deleteKeyspace(deleteKeyspaceRequest); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void checkTableDelete(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName, 
 String tableName)throws InterruptedException { 
        try { 
            String status; 
            GetTableResponse response; 
            GetTableRequest tableRequest = GetTableRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

            // Keep looping until table cannot be found and a ResourceNotFoundException 
 is thrown. 
            while (true) { 
                response = keyClient.getTable(tableRequest); 
                status = response.statusAsString(); 
                System.out.println(". The table status is "+status); 
                Thread.sleep(500); 
            } 

        } catch (ResourceNotFoundException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        System.out.println("The table is deleted"); 
    } 

    public static void deleteTable(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName, 
 String tableName){ 
        try { 
            DeleteTableRequest tableRequest = DeleteTableRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

            keyClient.deleteTable(tableRequest); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void checkRestoredTable(KeyspacesClient keyClient, String 
 keyspaceName, String tableName)throws InterruptedException { 
        try { 
            boolean tableStatus = false; 
            String status; 
            GetTableResponse response = null; 
            GetTableRequest tableRequest = GetTableRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 
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            while (!tableStatus) { 
                response = keyClient.getTable(tableRequest); 
                status = response.statusAsString(); 
                System.out.println("The table status is "+status); 

                if (status.compareTo("ACTIVE") ==0) { 
                    tableStatus = true; 
                } 
                Thread.sleep(500); 
            } 

            List<ColumnDefinition> cols = response.schemaDefinition().allColumns(); 
            for (ColumnDefinition def: cols) { 
                System.out.println("The column name is "+def.name()); 
                System.out.println("The column type is "+def.type()); 
            } 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void restoreTable(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName, 
 ZonedDateTime utc) { 
        try { 
            Instant myTime = utc.toInstant(); 
            RestoreTableRequest restoreTableRequest = RestoreTableRequest.builder() 
                .restoreTimestamp(myTime) 
                .sourceTableName("Movie") 
                .targetKeyspaceName(keyspaceName) 
                .targetTableName("MovieRestore") 
                .sourceKeyspaceName(keyspaceName) 
                .build(); 

            RestoreTableResponse response = 
 keyClient.restoreTable(restoreTableRequest); 
            System.out.println("The ARN of the restored table is 
 "+response.restoredTableARN()); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getWatchedData(CqlSession session, String keyspaceName) { 
        ResultSet resultSet = session.execute("SELECT * FROM \""+keyspaceName+"\".
\"Movie\" WHERE watched = true ALLOW FILTERING;"); 
        resultSet.forEach(item -> { 
            System.out.println("The Movie title is " + item.getString("title")); 
            System.out.println("The Movie year is " + item.getInt("year")); 
            System.out.println("The plot is " + item.getString("plot")); 
        }); 
    } 

    public static void updateRecord(CqlSession session, String keySpace, String 
 titleUpdate, int yearUpdate) { 
        String sqlStatement = "UPDATE \""+keySpace+"\".\"Movie\" SET watched=true WHERE 
 title = :k0 AND year = :k1;"; 
        BatchStatementBuilder builder = 
 BatchStatement.builder(DefaultBatchType.UNLOGGED); 
        builder.setConsistencyLevel(ConsistencyLevel.LOCAL_QUORUM); 
        PreparedStatement preparedStatement = session.prepare(sqlStatement); 
        builder.addStatement(preparedStatement.boundStatementBuilder() 
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            .setString("k0", titleUpdate) 
            .setInt("k1", yearUpdate) 
            .build()); 

        BatchStatement batchStatement = builder.build(); 
        session.execute(batchStatement); 
    } 

    public static void updateTable(KeyspacesClient keyClient, String keySpace, String 
 tableName){ 
        try { 
            ColumnDefinition def = ColumnDefinition.builder() 
                .name("watched") 
                .type("boolean") 
                .build(); 

            UpdateTableRequest tableRequest = UpdateTableRequest.builder() 
                .keyspaceName(keySpace) 
                .tableName(tableName) 
                .addColumns(def) 
                .build(); 

            keyClient.updateTable(tableRequest); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getSpecificMovie(CqlSession session, String keyspaceName) { 
        ResultSet resultSet = session.execute("SELECT * FROM \""+keyspaceName+"\".
\"Movie\" WHERE title = 'The Family' ALLOW FILTERING ;"); 
        resultSet.forEach(item -> { 
            System.out.println("The Movie title is " + item.getString("title")); 
            System.out.println("The Movie year is " + item.getInt("year")); 
            System.out.println("The plot is " + item.getString("plot")); 
        }); 
    } 

    // Get records from the Movie table. 
    public static void getMovieData(CqlSession session, String keyspaceName) { 
        ResultSet resultSet = session.execute("SELECT * FROM \""+keyspaceName+"\".
\"Movie\";"); 
        resultSet.forEach(item -> { 
            System.out.println("The Movie title is " + item.getString("title")); 
            System.out.println("The Movie year is " + item.getInt("year")); 
            System.out.println("The plot is " + item.getString("plot")); 
        }); 
    } 

    // Load data into the table. 
    public static void loadData(CqlSession session, String fileName, String keySpace) 
 throws IOException { 
        String sqlStatement = "INSERT INTO \""+keySpace +"\".\"Movie\" (title, year, 
 plot) values (:k0, :k1, :k2)"; 
        JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
        com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
        Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator(); 
        ObjectNode currentNode; 
        int t = 0 ; 
        while (iter.hasNext()) { 

            // Add 20 movies to the table. 
            if (t == 20) 
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                break ; 
            currentNode = (ObjectNode) iter.next(); 

            int year = currentNode.path("year").asInt(); 
            String title = currentNode.path("title").asText(); 
            String plot = currentNode.path("info").path("plot").toString(); 

            // Insert the data into the Amazon Keyspaces table. 
            BatchStatementBuilder builder = 
 BatchStatement.builder(DefaultBatchType.UNLOGGED); 
            builder.setConsistencyLevel(ConsistencyLevel.LOCAL_QUORUM); 
            PreparedStatement preparedStatement = session.prepare(sqlStatement); 
            builder.addStatement(preparedStatement.boundStatementBuilder() 
                .setString("k0", title) 
                .setInt("k1", year) 
                .setString("k2", plot) 
                .build()); 

            BatchStatement batchStatement = builder.build(); 
            session.execute(batchStatement); 
            t++; 
        } 

        System.out.println("You have added " +t +" records successfully!"); 
    } 

    public static void listTables(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName) { 
        try { 
            ListTablesRequest tablesRequest = ListTablesRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .build(); 

            ListTablesIterable listRes = keyClient.listTablesPaginator(tablesRequest); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.tables().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" ARN: " + content.resourceArn() 
 + 
                    " Table name: " + content.tableName())); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void checkTable(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName, 
 String tableName)throws InterruptedException { 
        try { 
            boolean tableStatus = false; 
            String status; 
            GetTableResponse response = null; 
            GetTableRequest tableRequest = GetTableRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .tableName(tableName) 
                .build(); 

            while (!tableStatus) { 
                response = keyClient.getTable(tableRequest); 
                status = response.statusAsString(); 
                System.out.println(". The table status is "+status); 

                if (status.compareTo("ACTIVE") ==0) { 
                    tableStatus = true; 
                } 
                Thread.sleep(500); 
            } 
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            List<ColumnDefinition> cols = response.schemaDefinition().allColumns(); 
            for (ColumnDefinition def: cols) { 
                System.out.println("The column name is "+def.name()); 
                System.out.println("The column type is "+def.type()); 
            } 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createTable(KeyspacesClient keyClient, String keySpace, String 
 tableName) { 
        try { 
            // Set the columns. 
            ColumnDefinition defTitle = ColumnDefinition.builder() 
                .name("title") 
                .type("text") 
                .build(); 

            ColumnDefinition defYear = ColumnDefinition.builder() 
                .name("year") 
                .type("int") 
                .build(); 

            ColumnDefinition defReleaseDate = ColumnDefinition.builder() 
                .name("release_date") 
                .type("timestamp") 
                .build(); 

            ColumnDefinition defPlot = ColumnDefinition.builder() 
                .name("plot") 
                .type("text") 
                .build(); 

            List<ColumnDefinition> colList = new ArrayList<>(); 
            colList.add(defTitle); 
            colList.add(defYear); 
            colList.add(defReleaseDate); 
            colList.add(defPlot); 

            // Set the keys. 
            PartitionKey yearKey = PartitionKey.builder() 
                .name("year") 
                .build(); 

            PartitionKey titleKey = PartitionKey.builder() 
                .name("title") 
                .build(); 

            List<PartitionKey> keyList = new ArrayList<>(); 
            keyList.add(yearKey); 
            keyList.add(titleKey); 

            SchemaDefinition schemaDefinition = SchemaDefinition.builder() 
                .partitionKeys(keyList) 
                .allColumns(colList) 
                .build(); 

            PointInTimeRecovery timeRecovery = PointInTimeRecovery.builder() 
                .status(PointInTimeRecoveryStatus.ENABLED) 
                .build(); 

            CreateTableRequest tableRequest = CreateTableRequest.builder() 
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                .keyspaceName(keySpace) 
                .tableName(tableName) 
                .schemaDefinition(schemaDefinition) 
                .pointInTimeRecovery(timeRecovery) 
                .build(); 

            CreateTableResponse response = keyClient.createTable(tableRequest); 
            System.out.println("The table ARN is "+response.resourceArn()); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void listKeyspacesPaginator(KeyspacesClient keyClient) { 
        try { 
            ListKeyspacesRequest keyspacesRequest = ListKeyspacesRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            ListKeyspacesIterable listRes = 
 keyClient.listKeyspacesPaginator(keyspacesRequest); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.keyspaces().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" Name: " + 
 content.keyspaceName())); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void checkKeyspaceExistence(KeyspacesClient keyClient, String 
 keyspaceName) { 
        try { 
            GetKeyspaceRequest keyspaceRequest = GetKeyspaceRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .build(); 

            GetKeyspaceResponse response = keyClient.getKeyspace(keyspaceRequest); 
            String name = response.keyspaceName(); 
            System.out.println("The "+ name+ " KeySpace is ready"); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createKeySpace(KeyspacesClient keyClient, String keyspaceName) { 
        try { 
            CreateKeyspaceRequest keyspaceRequest = CreateKeyspaceRequest.builder() 
                .keyspaceName(keyspaceName) 
                .build(); 

            CreateKeyspaceResponse response = 
 keyClient.createKeyspace(keyspaceRequest); 
            System.out.println("The ARN of the KeySpace is "+response.resourceArn()); 

        } catch (KeyspacesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            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」の以下のトピックを参照して
ください。
• CreateKeyspace
• CreateTable
• DeleteKeyspace
• DeleteTable
• GetKeyspace
• GetTable
• ListKeyspaces
• ListTables
• RestoreTable
• UpdateTable

Java 2.x 用 SDK を使用したKinesis スの例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with Kinesis を使用してアクションおよび実行の手順を示してい
ます。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション
ストリームを作成する

次のコード例は、Kinesis ストリームを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createStream(KinesisClient kinesisClient, String streamName) { 

        try { 
            CreateStreamRequest streamReq = CreateStreamRequest.builder() 
                .streamName(streamName) 
                .shardCount(1) 
                .build(); 

            kinesisClient.createStream(streamReq); 

        } catch (KinesisException e) { 
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            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateStreamリファレンスのを参照してくださ
い。

ストリーミングを削除します。

次のコード例は、Kinesis ストリームを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteStream(KinesisClient kinesisClient, String streamName) { 

        try { 
            DeleteStreamRequest delStream = DeleteStreamRequest.builder() 
                .streamName(streamName) 
                .build(); 

            kinesisClient.deleteStream(delStream); 

        } catch (KinesisException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteStreamリファレンスのを参照してくださ
い。

ストリーミングからデータを取得する

次のコード例は、Kinesis ストリームからデータをバッチで取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getStockTrades(KinesisClient kinesisClient, String streamName) { 

        String shardIterator; 
        String lastShardId = null; 

        // Retrieve the Shards from a Stream 
        DescribeStreamRequest describeStreamRequest = DescribeStreamRequest.builder() 
            .streamName(streamName) 
            .build(); 

532

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kinesis-2013-12-02/CreateStream
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/kinesis#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kinesis-2013-12-02/DeleteStream
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/kinesis#readme


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

        List<Shard> shards = new ArrayList<>(); 
        DescribeStreamResponse streamRes; 
        do { 
            streamRes = kinesisClient.describeStream(describeStreamRequest); 
            shards.addAll(streamRes.streamDescription().shards()); 

            if (shards.size() > 0) { 
                lastShardId = shards.get(shards.size() - 1).shardId(); 
            } 
            } while (streamRes.streamDescription().hasMoreShards()); 

        GetShardIteratorRequest itReq = GetShardIteratorRequest.builder() 
            .streamName(streamName) 
            .shardIteratorType("TRIM_HORIZON") 
            .shardId(lastShardId) 
            .build(); 

        GetShardIteratorResponse shardIteratorResult = 
 kinesisClient.getShardIterator(itReq); 
        shardIterator = shardIteratorResult.shardIterator(); 

        // Continuously read data records from shard. 
        List<Record> records; 

        // Create new GetRecordsRequest with existing shardIterator. 
        // Set maximum records to return to 1000. 
        GetRecordsRequest recordsRequest = GetRecordsRequest.builder() 
            .shardIterator(shardIterator) 
            .limit(1000) 
            .build(); 

        GetRecordsResponse result = kinesisClient.getRecords(recordsRequest); 

        // Put result into record list. Result may be empty. 
        records = result.records(); 

        // Print records 
        for (Record record : records) { 
            SdkBytes byteBuffer = record.data(); 
            System.out.printf("Seq No: %s - %s%n", record.sequenceNumber(), new 
 String(byteBuffer.asByteArray())); 
        } 
    }

• 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。
• GetRecords
• GetShardIterator

ストリームへのデータの書き込み

次のコード例は、Kinesis ストリームにデータを配置する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void setStockData( KinesisClient kinesisClient, String streamName) { 

533

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kinesis-2013-12-02/GetRecords
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/kinesis-2013-12-02/GetShardIterator
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/kinesis#readme


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

        try { 
            // Repeatedly send stock trades with a 100 milliseconds wait in between. 
            StockTradeGenerator stockTradeGenerator = new StockTradeGenerator(); 

            // Put in 50 Records for this example. 
            int index = 50; 
            for (int x=0; x<index; x++){ 
                StockTrade trade = stockTradeGenerator.getRandomTrade(); 
                sendStockTrade(trade, kinesisClient, streamName); 
                Thread.sleep(100); 
            } 

        } catch (KinesisException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    } 

    private static void sendStockTrade(StockTrade trade, KinesisClient kinesisClient, 
                                       String streamName) { 
        byte[] bytes = trade.toJsonAsBytes(); 

        // The bytes could be null if there is an issue with the JSON serialization by 
 the Jackson JSON library. 
        if (bytes == null) { 
            System.out.println("Could not get JSON bytes for stock trade"); 
            return; 
        } 

        System.out.println("Putting trade: " + trade); 
        PutRecordRequest request = PutRecordRequest.builder() 
            .partitionKey(trade.getTickerSymbol()) // We use the ticker symbol as the 
 partition key, explained in the Supplemental Information section below. 
            .streamName(streamName) 
            .data(SdkBytes.fromByteArray(bytes)) 
            .build(); 

        try { 
            kinesisClient.putRecord(request); 
        } catch (KinesisException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
        } 
    } 

    private static void validateStream(KinesisClient kinesisClient, String streamName) 
 { 
        try { 
            DescribeStreamRequest describeStreamRequest = 
 DescribeStreamRequest.builder() 
                .streamName(streamName) 
                .build(); 

            DescribeStreamResponse describeStreamResponse = 
 kinesisClient.describeStream(describeStreamRequest); 

            if(!
describeStreamResponse.streamDescription().streamStatus().toString().equals("ACTIVE")) 
 { 
                System.err.println("Stream " + streamName + " is not active. Please 
 wait a few moments and try again."); 
                System.exit(1); 
            } 

        }catch (KinesisException e) { 
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            System.err.println("Error found while describing the stream " + 
 streamName); 
            System.err.println(e); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutRecordリファレンスのを参照してください。

Java 2.x 用 SDK を使用したLambda 例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with Lambda を使用してアクションおよび実行する方法を示して
います。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

関数の作成

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。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    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) 
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                .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); 
            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.xAPI CreateFunctionリファレンスのを参照してくださ
い。

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。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    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.xAPI DeleteFunctionリファレンスのを参照してくださ
い。

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。
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SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    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); 
        } 
    }

• 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。

シナリオ
関数の使用を開始します

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• IAM ロールと 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、環境変数で設定します。
• 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。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、リソースをクリーンアップします。

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。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/* 
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 *  Lambda function names appear as: 
 * 
 *  arn:aws:lambda:us-west-2:335556666777:function:HelloFunction 
 * 
 *  To find this value, look at the function in the AWS Management Console. 
 * 
 *  Before running this Java code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 *  For more information, see this documentation topic: 
 * 
 *  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 *  This example performs the following tasks: 
 * 
 * 1. Creates an AWS Lambda function. 
 * 2. Gets a specific AWS Lambda function. 
 * 3. Lists all Lambda functions. 
 * 4. Invokes a Lambda function. 
 * 5. Updates the Lambda function code and invokes it again. 
 * 6. Updates a Lambda function's configuration value. 
 * 7. Deletes a Lambda function. 
 */

public class LambdaScenario { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <functionName> <filePath> <role> <handler> <bucketName> <key> \n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    functionName - The name of the Lambda function. \n"+ 
            "    filePath - The path to the .zip or .jar where the code is located. 
 \n"+ 
            "    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(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the AWS Lambda example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 
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        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Create an AWS Lambda function."); 
        String funArn = createLambdaFunction(awsLambda, functionName, filePath, role, 
 handler); 
        System.out.println("The AWS Lambda ARN is "+funArn); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Get the "+functionName + " AWS Lambda function."); 
        getFunction(awsLambda, functionName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. List all AWS Lambda functions."); 
        listFunctions(awsLambda); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Invoke the Lambda function."); 
        System.out.println("*** Sleep for 1 min to get Lambda function ready."); 
        Thread.sleep(60000); 
        invokeFunction(awsLambda, functionName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Update the Lambda function code and invoke it again."); 
        updateFunctionCode(awsLambda, functionName, bucketName, key); 
        System.out.println("*** Sleep for 1 min to get Lambda function ready."); 
        Thread.sleep(60000); 
        invokeFunction(awsLambda, functionName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Update a Lambda function's configuration value."); 
        updateFunctionConfiguration(awsLambda, functionName, handler); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Delete the AWS Lambda function."); 
        LambdaScenario.deleteLambdaFunction(awsLambda, functionName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("The AWS Lambda scenario completed successfully"); 
        System.out.println(DASHES); 
        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") 
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                .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) { 
                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) 
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                .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); 
        } 
    } 

    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) 
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                .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
• Invoke
• ListFunctions
• UpdateFunctionCode
• UpdateFunctionConfiguration

MediaConvertJava 2.x 用の SDK の使用例
次のコード例は、を使用して、を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示しています
MediaConvert。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

コード変換ジョブの作成

次のコード例は、AWS ElementalMediaConvert トランスコーディングジョブを作成する方法を示していま
す。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

package com.example.mediaconvert;
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import java.net.URI;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.MediaConvertClient;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.DescribeEndpointsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.DescribeEndpointsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.Output;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.MediaConvertException;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.OutputGroup;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.OutputGroupSettings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsGroupSettings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.OutputGroupType;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsDirectoryStructure;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsManifestDurationFormat;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsStreamInfResolution;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsClientCache;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsCaptionLanguageSetting;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsManifestCompression;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsCodecSpecification;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsOutputSelection;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsProgramDateTime;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsTimedMetadataId3Frame;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsSegmentControl;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.FileGroupSettings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.ContainerSettings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.VideoDescription;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.ContainerType;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.ScalingBehavior;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.VideoTimecodeInsertion;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.ColorMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.RespondToAfd;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AfdSignaling;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.DropFrameTimecode;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.VideoCodecSettings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264Settings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.VideoCodec;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.CreateJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264RateControlMode;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264QualityTuningLevel;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264SceneChangeDetect;
import 
 software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AacAudioDescriptionBroadcasterMix;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264ParControl;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AacRawFormat;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264QvbrSettings;
import 
 software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264FramerateConversionAlgorithm;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264CodecLevel;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264FramerateControl;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AacCodingMode;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264Telecine;
import 
 software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264FlickerAdaptiveQuantization;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264GopSizeUnits;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264CodecProfile;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264GopBReference;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AudioTypeControl;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AntiAlias;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264SlowPal;
import 
 software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264SpatialAdaptiveQuantization;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264Syntax;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.M3u8Settings;
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import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.InputDenoiseFilter;
import 
 software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264TemporalAdaptiveQuantization;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.CreateJobResponse;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264UnregisteredSeiTimecode;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264EntropyEncoding;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.InputPsiControl;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.ColorSpace;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264RepeatPps;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264FieldEncoding;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.M3u8NielsenId3;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.InputDeblockFilter;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.InputRotate;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264DynamicSubGop;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.TimedMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.JobSettings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AudioDefaultSelection;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.VideoSelector;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AacSpecification;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.Input;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.OutputSettings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264AdaptiveQuantization;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AudioLanguageCodeControl;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.InputFilterEnable;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AudioDescription;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.H264InterlaceMode;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AudioCodecSettings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AacSettings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AudioCodec;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AacRateControlMode;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AacCodecProfile;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsIFrameOnlyManifest;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.FrameCaptureSettings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.AudioSelector;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.M3u8PcrControl;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.InputTimecodeSource;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.HlsSettings;
import software.amazon.awssdk.services.mediaconvert.model.M3u8Scte35Source;

/** 
 * Create a MediaConvert job. Must supply MediaConvert access role Amazon Resource Name 
 (ARN), and a 
 * valid video input file via Amazon S3 URL. 
 * 
 * Also, set up your development environment, including your credentials. 
 * 
 * For information, see this documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 */
public class CreateJob { 

   public static void main(String[] args) { 

        final String usage = "\n" + 
                "Usage:\n" + 
                "    <mcRoleARN> <fileInput> \n\n" + 
                "Where:\n" + 
                "    mcRoleARN - The MediaConvert Role ARN. \n"+ 
                "    fileInput -  The URL of an Amazon S3 bucket where the input file 
 is located. \n"; 

        if (args.length != 2) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
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        } 

        String mcRoleARN = args[0]; 
        String fileInput = args[1]; 
        Region region = Region.US_WEST_2; 
        MediaConvertClient mc = MediaConvertClient.builder() 
                .region(region) 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
                .build(); 

       String id = createMediaJob(mc, mcRoleARN, fileInput); 
       System.out.println("MediaConvert job created. Job Id = " +id ); 
       mc.close(); 
    } 

    public static String createMediaJob(MediaConvertClient mc, String mcRoleARN, String 
 fileInput) { 

        String s3path = fileInput.substring(0, fileInput.lastIndexOf('/') + 1) + 
 "javasdk/out/"; 
        String fileOutput = s3path + "index"; 
        String thumbsOutput = s3path + "thumbs/"; 
        String mp4Output = s3path + "mp4/"; 

        try { 
            DescribeEndpointsResponse res = mc 
                    
 .describeEndpoints(DescribeEndpointsRequest.builder().maxResults(20).build()); 

            if (res.endpoints().size() <= 0) { 
                System.out.println("Cannot find MediaConvert service endpoint URL!"); 
                System.exit(1); 
            } 
            String endpointURL = res.endpoints().get(0).url(); 
            System.out.println("MediaConvert service URL: " + endpointURL); 
            System.out.println("MediaConvert role arn: " + mcRoleARN); 
            System.out.println("MediaConvert input file: " + fileInput); 
            System.out.println("MediaConvert output path: " + s3path); 

            MediaConvertClient emc = MediaConvertClient.builder() 
                    .region(Region.US_WEST_2) 
                    .endpointOverride(URI.create(endpointURL)) 
                    .build(); 

            // output group Preset HLS low profile 
            Output hlsLow = createOutput("hls_low", "_low", "_$dt$", 750000, 7, 1920, 
 1080, 640); 
            // output group Preset HLS media profile 
            Output hlsMedium = createOutput("hls_medium", "_medium", "_$dt$", 1200000, 
 7, 1920, 1080, 1280); 
            // output group Preset HLS high profole 
            Output hlsHigh = createOutput("hls_high", "_high", "_$dt$", 3500000, 8, 
 1920, 1080, 1920); 

            OutputGroup appleHLS = OutputGroup.builder().name("Apple 
 HLS").customName("Example") 
                    
 .outputGroupSettings(OutputGroupSettings.builder().type(OutputGroupType.HLS_GROUP_SETTINGS) 
                            .hlsGroupSettings(HlsGroupSettings.builder() 
                                    
 .directoryStructure(HlsDirectoryStructure.SINGLE_DIRECTORY) 
                                    
 .manifestDurationFormat(HlsManifestDurationFormat.INTEGER) 
                                    
 .streamInfResolution(HlsStreamInfResolution.INCLUDE) 
                                    .clientCache(HlsClientCache.ENABLED) 
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 .captionLanguageSetting(HlsCaptionLanguageSetting.OMIT) 
                                    .manifestCompression(HlsManifestCompression.NONE) 
                                    .codecSpecification(HlsCodecSpecification.RFC_4281) 
                                    
 .outputSelection(HlsOutputSelection.MANIFESTS_AND_SEGMENTS) 
                                    
 .programDateTime(HlsProgramDateTime.EXCLUDE).programDateTimePeriod(600) 
                                    
 .timedMetadataId3Frame(HlsTimedMetadataId3Frame.PRIV).timedMetadataId3Period(10) 
                                    
 .destination(fileOutput).segmentControl(HlsSegmentControl.SEGMENTED_FILES) 
                                    .minFinalSegmentLength((double) 
 0).segmentLength(4).minSegmentLength(0).build()) 
                            .build()) 
                    .outputs(hlsLow, hlsMedium, hlsHigh).build(); 

            OutputGroup fileMp4 = OutputGroup.builder().name("File 
 Group").customName("mp4") 
                    
 .outputGroupSettings(OutputGroupSettings.builder().type(OutputGroupType.FILE_GROUP_SETTINGS) 
                            
 .fileGroupSettings(FileGroupSettings.builder().destination(mp4Output).build()).build()) 
                    .outputs(Output.builder().extension("mp4") 
                            
 .containerSettings(ContainerSettings.builder().container(ContainerType.MP4).build()) 
                            
 .videoDescription(VideoDescription.builder().width(1280).height(720) 
                                    
 .scalingBehavior(ScalingBehavior.DEFAULT).sharpness(50).antiAlias(AntiAlias.ENABLED) 
                                    .timecodeInsertion(VideoTimecodeInsertion.DISABLED) 
                                    
 .colorMetadata(ColorMetadata.INSERT).respondToAfd(RespondToAfd.NONE) 
                                    
 .afdSignaling(AfdSignaling.NONE).dropFrameTimecode(DropFrameTimecode.ENABLED) 
                                    
 .codecSettings(VideoCodecSettings.builder().codec(VideoCodec.H_264) 
                                            .h264Settings(H264Settings.builder() 
                                                    
 .rateControlMode(H264RateControlMode.QVBR) 
                                                    
 .parControl(H264ParControl.INITIALIZE_FROM_SOURCE) 
                                                    
 .qualityTuningLevel(H264QualityTuningLevel.SINGLE_PASS) 
                                                    .qvbrSettings( 
                                                            
 H264QvbrSettings.builder().qvbrQualityLevel(8).build()) 
                                                    
 .codecLevel(H264CodecLevel.AUTO).codecProfile(H264CodecProfile.MAIN) 
                                                    .maxBitrate(2400000) 
                                                    
 .framerateControl(H264FramerateControl.INITIALIZE_FROM_SOURCE) 
                                                    
 .gopSize(2.0).gopSizeUnits(H264GopSizeUnits.SECONDS) 
                                                    
 .numberBFramesBetweenReferenceFrames(2).gopClosedCadence(1) 
                                                    
 .gopBReference(H264GopBReference.DISABLED) 
                                                    
 .slowPal(H264SlowPal.DISABLED).syntax(H264Syntax.DEFAULT) 
                                                    
 .numberReferenceFrames(3).dynamicSubGop(H264DynamicSubGop.STATIC) 
                                                    
 .fieldEncoding(H264FieldEncoding.PAFF) 
                                                    
 .sceneChangeDetect(H264SceneChangeDetect.ENABLED).minIInterval(0) 
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                                                    .telecine(H264Telecine.NONE) 
                                                    .framerateConversionAlgorithm( 
                                                            
 H264FramerateConversionAlgorithm.DUPLICATE_DROP) 
                                                    
 .entropyEncoding(H264EntropyEncoding.CABAC).slices(1) 
                                                    
 .unregisteredSeiTimecode(H264UnregisteredSeiTimecode.DISABLED) 
                                                    .repeatPps(H264RepeatPps.DISABLED) 
                                                    
 .adaptiveQuantization(H264AdaptiveQuantization.HIGH) 
                                                    .spatialAdaptiveQuantization( 
                                                            
 H264SpatialAdaptiveQuantization.ENABLED) 
                                                    .temporalAdaptiveQuantization( 
                                                            
 H264TemporalAdaptiveQuantization.ENABLED) 
                                                    .flickerAdaptiveQuantization( 
                                                            
 H264FlickerAdaptiveQuantization.DISABLED) 
                                                    
 .softness(0).interlaceMode(H264InterlaceMode.PROGRESSIVE).build()) 
                                            .build()) 
                                    .build()) 
                            .audioDescriptions(AudioDescription.builder() 
                                    .audioTypeControl(AudioTypeControl.FOLLOW_INPUT) 
                                    
 .languageCodeControl(AudioLanguageCodeControl.FOLLOW_INPUT) 
                                    
 .codecSettings(AudioCodecSettings.builder().codec(AudioCodec.AAC) 
                                            
 .aacSettings(AacSettings.builder().codecProfile(AacCodecProfile.LC) 
                                                    
 .rateControlMode(AacRateControlMode.CBR) 
                                                    
 .codingMode(AacCodingMode.CODING_MODE_2_0).sampleRate(44100) 
                                                    
 .bitrate(160000).rawFormat(AacRawFormat.NONE) 
                                                    
 .specification(AacSpecification.MPEG4) 
                                                    .audioDescriptionBroadcasterMix( 
                                                            
 AacAudioDescriptionBroadcasterMix.NORMAL) 
                                                    .build()) 
                                            .build()) 
                                    .build()) 
                            .build()) 
                    .build(); 
            OutputGroup thumbs = OutputGroup.builder().name("File 
 Group").customName("thumbs") 
                    
 .outputGroupSettings(OutputGroupSettings.builder().type(OutputGroupType.FILE_GROUP_SETTINGS) 
                            
 .fileGroupSettings(FileGroupSettings.builder().destination(thumbsOutput).build()).build()) 
                    .outputs(Output.builder().extension("jpg") 
                            
 .containerSettings(ContainerSettings.builder().container(ContainerType.RAW).build()) 
                            
 .videoDescription(VideoDescription.builder().scalingBehavior(ScalingBehavior.DEFAULT) 
                                    .sharpness(50).antiAlias(AntiAlias.ENABLED) 
                                    .timecodeInsertion(VideoTimecodeInsertion.DISABLED) 
                                    
 .colorMetadata(ColorMetadata.INSERT).dropFrameTimecode(DropFrameTimecode.ENABLED) 
                                    
 .codecSettings(VideoCodecSettings.builder().codec(VideoCodec.FRAME_CAPTURE) 
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 .frameCaptureSettings(FrameCaptureSettings.builder().framerateNumerator(1) 
                                                    
 .framerateDenominator(1).maxCaptures(10000000).quality(80).build()) 
                                            .build()) 
                                    .build()) 
                            .build()) 
                    .build(); 

            Map<String, AudioSelector> audioSelectors = new HashMap<>(); 
            audioSelectors.put("Audio Selector 1", 
                    
 AudioSelector.builder().defaultSelection(AudioDefaultSelection.DEFAULT).offset(0).build()); 

            JobSettings jobSettings = 
 JobSettings.builder().inputs(Input.builder().audioSelectors(audioSelectors) 
                    .videoSelector( 
                            
 VideoSelector.builder().colorSpace(ColorSpace.FOLLOW).rotate(InputRotate.DEGREE_0).build()) 
                    
 .filterEnable(InputFilterEnable.AUTO).filterStrength(0).deblockFilter(InputDeblockFilter.DISABLED) 
                    
 .denoiseFilter(InputDenoiseFilter.DISABLED).psiControl(InputPsiControl.USE_PSI) 
                    
 .timecodeSource(InputTimecodeSource.EMBEDDED).fileInput(fileInput).build()) 
                    .outputGroups(appleHLS, thumbs, fileMp4).build(); 

            CreateJobRequest createJobRequest = 
 CreateJobRequest.builder().role(mcRoleARN).settings(jobSettings) 
                    .build(); 

           CreateJobResponse createJobResponse = emc.createJob(createJobRequest); 
          return createJobResponse.job().id(); 

        } catch (MediaConvertException e) { 
            System.out.println(e.toString()); 
            System.exit(0); 
        } 
        return ""; 
    } 

    private final static Output createOutput(String customName, 
                                             String nameModifier, 
                                             String segmentModifier, 
                                             int qvbrMaxBitrate, 
                                             int qvbrQualityLevel, 
                                             int originWidth, 
                                             int originHeight, 
                                             int targetWidth) { 

        int targetHeight = Math.round(originHeight * targetWidth / originWidth) 
                - (Math.round(originHeight * targetWidth / originWidth) % 4); 
        Output output = null; 
        try { 
            output = 
 Output.builder().nameModifier(nameModifier).outputSettings(OutputSettings.builder() 
                    
 .hlsSettings(HlsSettings.builder().segmentModifier(segmentModifier).audioGroupId("program_audio") 
                            .iFrameOnlyManifest(HlsIFrameOnlyManifest.EXCLUDE).build()) 
                    .build()) 
                    
 .containerSettings(ContainerSettings.builder().container(ContainerType.M3_U8) 
                            .m3u8Settings(M3u8Settings.builder().audioFramesPerPes(4) 
                                    
 .pcrControl(M3u8PcrControl.PCR_EVERY_PES_PACKET).pmtPid(480).privateMetadataPid(503) 
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 .programNumber(1).patInterval(0).pmtInterval(0).scte35Source(M3u8Scte35Source.NONE) 
                                    
 .scte35Pid(500).nielsenId3(M3u8NielsenId3.NONE).timedMetadata(TimedMetadata.NONE) 
                                    .timedMetadataPid(502).videoPid(481) 
                                    .audioPids(482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 
 490, 491, 492).build()) 
                            .build()) 
                    .videoDescription( 
                            
 VideoDescription.builder().width(targetWidth).height(targetHeight) 
                                    
 .scalingBehavior(ScalingBehavior.DEFAULT).sharpness(50).antiAlias(AntiAlias.ENABLED) 
                                    .timecodeInsertion(VideoTimecodeInsertion.DISABLED) 
                                    
 .colorMetadata(ColorMetadata.INSERT).respondToAfd(RespondToAfd.NONE) 
                                    
 .afdSignaling(AfdSignaling.NONE).dropFrameTimecode(DropFrameTimecode.ENABLED) 
                                    
 .codecSettings(VideoCodecSettings.builder().codec(VideoCodec.H_264) 
                                            .h264Settings(H264Settings.builder() 
                                                    
 .rateControlMode(H264RateControlMode.QVBR) 
                                                    
 .parControl(H264ParControl.INITIALIZE_FROM_SOURCE) 
                                                    
 .qualityTuningLevel(H264QualityTuningLevel.SINGLE_PASS) 
                                                    
 .qvbrSettings(H264QvbrSettings.builder() 
                                                            
 .qvbrQualityLevel(qvbrQualityLevel).build()) 
                                                    .codecLevel(H264CodecLevel.AUTO) 
                                                    .codecProfile((targetHeight > 720 
 && targetWidth > 1280) 
                                                            ? H264CodecProfile.HIGH 
                                                            : H264CodecProfile.MAIN) 
                                                    .maxBitrate(qvbrMaxBitrate) 
                                                    
 .framerateControl(H264FramerateControl.INITIALIZE_FROM_SOURCE) 
                                                    
 .gopSize(2.0).gopSizeUnits(H264GopSizeUnits.SECONDS) 
                                                    
 .numberBFramesBetweenReferenceFrames(2).gopClosedCadence(1) 
                                                    
 .gopBReference(H264GopBReference.DISABLED) 
                                                    
 .slowPal(H264SlowPal.DISABLED).syntax(H264Syntax.DEFAULT) 
                                                    
 .numberReferenceFrames(3).dynamicSubGop(H264DynamicSubGop.STATIC) 
                                                    
 .fieldEncoding(H264FieldEncoding.PAFF) 
                                                    
 .sceneChangeDetect(H264SceneChangeDetect.ENABLED).minIInterval(0) 
                                                    .telecine(H264Telecine.NONE) 
                                                    .framerateConversionAlgorithm( 
                                                            
 H264FramerateConversionAlgorithm.DUPLICATE_DROP) 
                                                    
 .entropyEncoding(H264EntropyEncoding.CABAC).slices(1) 
                                                    
 .unregisteredSeiTimecode(H264UnregisteredSeiTimecode.DISABLED) 
                                                    .repeatPps(H264RepeatPps.DISABLED) 
                                                    
 .adaptiveQuantization(H264AdaptiveQuantization.HIGH) 
                                                    .spatialAdaptiveQuantization( 
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 H264SpatialAdaptiveQuantization.ENABLED) 
                                                    .temporalAdaptiveQuantization( 
                                                            
 H264TemporalAdaptiveQuantization.ENABLED) 
                                                    .flickerAdaptiveQuantization( 
                                                            
 H264FlickerAdaptiveQuantization.DISABLED) 
                                                    
 .softness(0).interlaceMode(H264InterlaceMode.PROGRESSIVE).build()) 
                                            .build()) 
                                    .build()) 
                    
 .audioDescriptions(AudioDescription.builder().audioTypeControl(AudioTypeControl.FOLLOW_INPUT) 
                            .languageCodeControl(AudioLanguageCodeControl.FOLLOW_INPUT) 
                            
 .codecSettings(AudioCodecSettings.builder().codec(AudioCodec.AAC).aacSettings(AacSettings 
                                    
 .builder().codecProfile(AacCodecProfile.LC).rateControlMode(AacRateControlMode.CBR) 
                                    
 .codingMode(AacCodingMode.CODING_MODE_2_0).sampleRate(44100).bitrate(96000) 
                                    
 .rawFormat(AacRawFormat.NONE).specification(AacSpecification.MPEG4) 
                                    
 .audioDescriptionBroadcasterMix(AacAudioDescriptionBroadcasterMix.NORMAL).build()) 
                                    .build()) 
                            .build()) 
                    .build(); 
        } catch (MediaConvertException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            System.exit(0); 
        } 
        return output; 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateJobリファレンスのを参照してください。

コード変換ジョブの使用開始

次のコード例は、AWS ElementalMediaConvert アドレスを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getSpecificJob(MediaConvertClient mc, String jobId) { 

        try { 
            DescribeEndpointsResponse res = 
 mc.describeEndpoints(DescribeEndpointsRequest.builder() 
                .maxResults(20) 
                .build()); 

            if (res.endpoints().size() <= 0) { 
                System.out.println("Cannot find MediaConvert service endpoint URL!"); 
                System.exit(1); 
            } 
            String endpointURL = res.endpoints().get(0).url(); 
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            MediaConvertClient emc = MediaConvertClient.builder() 
                .region(Region.US_WEST_2) 
                .endpointOverride(URI.create(endpointURL)) 
                .build(); 

            GetJobRequest jobRequest = GetJobRequest.builder() 
                .id(jobId) 
                .build(); 

            GetJobResponse response = emc.getJob(jobRequest); 
            System.out.println("The ARN of the job is "+response.job().arn()); 

        } catch (MediaConvertException e) { 
            System.out.println(e.toString()); 
            System.exit(0); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetJobリファレンスのを参照してください。

コード変換ジョブの一覧表示

次のコード例は、AWS ElementalMediaConvert 表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listCompleteJobs(MediaConvertClient mc) { 

        try { 
            DescribeEndpointsResponse res = 
 mc.describeEndpoints(DescribeEndpointsRequest.builder() 
                .maxResults(20) 
                .build()); 

            if (res.endpoints().size() <= 0) { 
                System.out.println("Cannot find MediaConvert service endpoint URL!"); 
                System.exit(1); 
            } 

            String endpointURL = res.endpoints().get(0).url(); 
            MediaConvertClient emc = MediaConvertClient.builder() 
                .region(Region.US_WEST_2) 
                .endpointOverride(URI.create(endpointURL)) 
                .build(); 

            ListJobsRequest jobsRequest = ListJobsRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .status("COMPLETE") 
                .build(); 

            ListJobsResponse jobsResponse = emc.listJobs(jobsRequest); 
            List<Job> jobs = jobsResponse.jobs(); 
            for (Job job: jobs) { 
                System.out.println("The JOB ARN is : "+job.arn()); 
            } 

        } catch (MediaConvertException e) { 
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            System.out.println(e.toString()); 
            System.exit(0); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListJobsリファレンスのを参照してください。

Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon Personalize 例
次のコード例は、を使用して Amazon Person3 を使用して Amazon Person3 を使用して Amazon 
Personalize 3 を使用して、AWS SDK for Java 2.x一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション
バッチインターフェースジョブの作成

次のコード例は、Amazon Personalize バッチインターフェイスジョブを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createPersonalizeBatchInferenceJob(PersonalizeClient 
 personalizeClient, 
                                                            String solutionVersionArn, 
                                                            String jobName, 
                                                            String 
 s3InputDataSourcePath, 
                                                            String 
 s3DataDestinationPath, 
                                                            String roleArn, 
                                                            String explorationWeight, 
                                                            String 
 explorationItemAgeCutOff) { 

        long waitInMilliseconds = 60 * 1000; 
        String status; 
        String batchInferenceJobArn; 

        try { 

            // Set up data input and output parameters. 
            S3DataConfig inputSource = S3DataConfig.builder() 
                .path(s3InputDataSourcePath) 
                .build(); 
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            S3DataConfig outputDestination = S3DataConfig.builder() 
                .path(s3DataDestinationPath) 
                .build(); 

            BatchInferenceJobInput jobInput = BatchInferenceJobInput.builder() 
                .s3DataSource(inputSource) 
                .build(); 

            BatchInferenceJobOutput jobOutputLocation = 
 BatchInferenceJobOutput.builder() 
                .s3DataDestination(outputDestination) 
                .build(); 

            // Optional code to build the User-Personalization specific item 
 exploration config. 
            HashMap<String, String> explorationConfig = new HashMap<>(); 

            explorationConfig.put("explorationWeight", explorationWeight); 
            explorationConfig.put("explorationItemAgeCutOff", 
 explorationItemAgeCutOff); 

            BatchInferenceJobConfig jobConfig = BatchInferenceJobConfig.builder() 
                .itemExplorationConfig(explorationConfig) 
                .build(); 

            // End optional User-Personalization recipe specific code. 

            CreateBatchInferenceJobRequest createBatchInferenceJobRequest = 
 CreateBatchInferenceJobRequest.builder() 
                .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
                .jobInput(jobInput) 
                .jobOutput(jobOutputLocation) 
                .jobName(jobName) 
                .roleArn(roleArn) 
                .batchInferenceJobConfig(jobConfig)   // Optional 
                .build(); 

            batchInferenceJobArn = 
 personalizeClient.createBatchInferenceJob(createBatchInferenceJobRequest) 
                 .batchInferenceJobArn(); 

            DescribeBatchInferenceJobRequest describeBatchInferenceJobRequest = 
 DescribeBatchInferenceJobRequest.builder() 
                .batchInferenceJobArn(batchInferenceJobArn) 
                .build(); 

            long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 
            while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                BatchInferenceJob batchInferenceJob = personalizeClient 
                    .describeBatchInferenceJob(describeBatchInferenceJobRequest) 
                    .batchInferenceJob(); 

                status = batchInferenceJob.status(); 
                System.out.println("Batch inference job status: " + status); 

                if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
                    break; 
                } 
                try { 
                    Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                } 
            } 
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            return batchInferenceJobArn; 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateBatchInferenceJobリファレンスのを参照
してください。

キャンペーンの作成

次のコード例は、Amazon Personalize キャンペーンを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createPersonalCompaign(PersonalizeClient personalizeClient, 
 String solutionVersionArn, String name) { 

        try { 
            CreateCampaignRequest createCampaignRequest = 
 CreateCampaignRequest.builder() 
                .minProvisionedTPS(1) 
                .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
                .name(name) 
                .build(); 

            CreateCampaignResponse campaignResponse = 
 personalizeClient.createCampaign(createCampaignRequest); 
            System.out.println("The campaign ARN is "+campaignResponse.campaignArn()); 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateCampaignリファレンスのを参照してくだ
さい。

データセットを作成します。

次のコード例は、Amazon Personalize データセットを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createDataset(PersonalizeClient personalizeClient, 
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                                       String datasetName, 
                                       String datasetGroupArn, 
                                       String datasetType, 
                                       String schemaArn) { 
        try { 
            CreateDatasetRequest request = CreateDatasetRequest.builder() 
                .name(datasetName) 
                .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                .datasetType(datasetType) 
                .schemaArn(schemaArn) 
                .build(); 

            String datasetArn = personalizeClient.createDataset(request) 
                .datasetArn(); 
            System.out.println("Dataset " + datasetName + " created."); 
            return datasetArn; 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateDatasetリファレンスのを参照してくださ
い。

データセットのエクスポートジョブを作成する

次のコード例は、Amazon Personalize を作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createDatasetExportJob(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                            String jobName, 
                                            String datasetArn,  
                                            IngestionMode ingestionMode,  
                                            String roleArn, 
                                            String s3BucketPath, 
                                            String kmsKeyArn) { 
         
        long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds 
        String status = null; 

        try { 

            S3DataConfig exportS3DataConfig = 
 S3DataConfig.builder().path(s3BucketPath).kmsKeyArn(kmsKeyArn).build(); 
            DatasetExportJobOutput jobOutput = 
 DatasetExportJobOutput.builder().s3DataDestination(exportS3DataConfig).build(); 

            CreateDatasetExportJobRequest createRequest = 
 CreateDatasetExportJobRequest.builder() 
                    .jobName(jobName) 
                    .datasetArn(datasetArn) 
                    .ingestionMode(ingestionMode) 
                    .jobOutput(jobOutput) 
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                    .roleArn(roleArn) 
                    .build(); 

            String datasetExportJobArn = 
 personalizeClient.createDatasetExportJob(createRequest).datasetExportJobArn(); 
             
            DescribeDatasetExportJobRequest describeDatasetExportJobRequest = 
 DescribeDatasetExportJobRequest.builder() 
                .datasetExportJobArn(datasetExportJobArn) 
                .build(); 

            long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

            while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                DatasetExportJob datasetExportJob = 
 personalizeClient.describeDatasetExportJob(describeDatasetExportJobRequest) 
                        .datasetExportJob(); 

                status = datasetExportJob.status(); 
                System.out.println("Export job status: " + status); 
                 
                if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
                   return status; 
                } 
                try { 
                    Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                } 
            } 
        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateDatasetExportJobリファレンスのを参照
してください。

データセットグループの作成

次のコード例は、Amazon Personalize データセットグループを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createDatasetGroup(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 datasetGroupName) { 

        try { 
            CreateDatasetGroupRequest createDatasetGroupRequest = 
 CreateDatasetGroupRequest.builder() 
                    .name(datasetGroupName) 
                    .build(); 
            return 
 personalizeClient.createDatasetGroup(createDatasetGroupRequest).datasetGroupArn(); 
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        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return ""; 
    }

ドメインデータセットグループを作成します。

    public static String createDomainDatasetGroup(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                                  String datasetGroupName, 
                                                  String domain) { 

        try { 
            CreateDatasetGroupRequest createDatasetGroupRequest = 
 CreateDatasetGroupRequest.builder() 
                    .name(datasetGroupName) 
                    .domain(domain) 
                    .build(); 
            return 
 personalizeClient.createDatasetGroup(createDatasetGroupRequest).datasetGroupArn(); 
        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateDatasetGroupリファレンスのを参照して
ください。

データセットのインポートジョブを作成する

次のコード例は、Amazon Personalize を作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createPersonalizeDatasetImportJob(PersonalizeClient 
 personalizeClient, 
                                                           String jobName, 
                                                           String datasetArn, 
                                                           String s3BucketPath, 
                                                           String roleArn) { 

        long waitInMilliseconds = 60 * 1000; 
        String status; 
        String datasetImportJobArn; 

        try { 
            DataSource importDataSource = DataSource.builder() 
                    .dataLocation(s3BucketPath) 
                    .build(); 

            CreateDatasetImportJobRequest createDatasetImportJobRequest = 
 CreateDatasetImportJobRequest.builder() 
                    .datasetArn(datasetArn) 
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                    .dataSource(importDataSource) 
                    .jobName(jobName) 
                    .roleArn(roleArn) 
                    .build(); 

            datasetImportJobArn = 
 personalizeClient.createDatasetImportJob(createDatasetImportJobRequest) 
                    .datasetImportJobArn(); 
            DescribeDatasetImportJobRequest describeDatasetImportJobRequest = 
 DescribeDatasetImportJobRequest.builder() 
                    .datasetImportJobArn(datasetImportJobArn) 
                    .build(); 

            long maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

            while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                DatasetImportJob datasetImportJob = personalizeClient 
                        .describeDatasetImportJob(describeDatasetImportJobRequest) 
                        .datasetImportJob(); 

                status = datasetImportJob.status(); 
                System.out.println("Dataset import job status: " + status); 

                if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
                    break; 
                } 
                try { 
                    Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                } 
            } 
            return datasetImportJobArn; 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateDatasetImportJobリファレンスのを参照
してください。

ドメインスキーマの作成

次のコード例は、Amazon Personalize ドメインスキーマを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createDomainSchema(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 schemaName, String domain, String filePath) { 

        String schema = null; 
        try { 
            schema = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath))); 
        } catch (IOException e) { 
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            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 

        try { 
            CreateSchemaRequest createSchemaRequest = CreateSchemaRequest.builder() 
                    .name(schemaName) 
                    .domain(domain) 
                    .schema(schema) 
                    .build(); 

            String schemaArn = 
 personalizeClient.createSchema(createSchemaRequest).schemaArn(); 

            System.out.println("Schema arn: " + schemaArn); 

            return schemaArn; 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateSchemaリファレンスのを参照してくださ
い。

フィルターを作成する

次のコード例は、Amazon Personalize フィルターを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createFilter(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                       String filterName, 
                                       String datasetGroupArn, 
                                       String filterExpression) { 
        try { 
            CreateFilterRequest request = CreateFilterRequest.builder() 
                    .name(filterName) 
                    .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                    .filterExpression(filterExpression) 
                    .build(); 

            return personalizeClient.createFilter(request).filterArn(); 
        } 
        catch(PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateFilterリファレンスのを参照してくださ
い。
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レコメンダーを作成する

次のコード例は、Amazon Personalize レコメンダーを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createRecommender(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                           String name, 
                                           String datasetGroupArn, 
                                           String recipeArn) { 

        long maxTime = 0; 
        long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds 
        String recommenderStatus = ""; 

        try { 
                CreateRecommenderRequest createRecommenderRequest = 
 CreateRecommenderRequest.builder() 
                        .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                        .name(name) 
                        .recipeArn(recipeArn) 
                        .build(); 

                CreateRecommenderResponse recommenderResponse = 
 personalizeClient.createRecommender(createRecommenderRequest); 
                String recommenderArn = recommenderResponse.recommenderArn(); 
                System.out.println("The recommender ARN is " + recommenderArn); 

                DescribeRecommenderRequest describeRecommenderRequest = 
 DescribeRecommenderRequest.builder() 
                        .recommenderArn(recommenderArn) 
                        .build(); 

                maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

                while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                    recommenderStatus = 
 personalizeClient.describeRecommender(describeRecommenderRequest).recommender().status(); 
                    System.out.println("Recommender status: " + recommenderStatus); 

                    if (recommenderStatus.equals("ACTIVE") || 
 recommenderStatus.equals("CREATE FAILED")) { 
                        break; 
                    } 
                    try { 
                        Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                    } catch (InterruptedException e) { 
                        System.out.println(e.getMessage()); 
                    } 
                } 
                return recommenderArn; 

        } catch(PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateRecommenderリファレンスのを参照して
ください。

スキーマの作成

次のコード例は、Amazon Personalize スキーマを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createSchema(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 schemaName, String filePath) { 

        String schema = null; 
        try { 
            schema = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath))); 
        } catch (IOException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 

        try { 
            CreateSchemaRequest createSchemaRequest = CreateSchemaRequest.builder() 
                    .name(schemaName) 
                    .schema(schema) 
                    .build(); 

            String schemaArn = 
 personalizeClient.createSchema(createSchemaRequest).schemaArn(); 

            System.out.println("Schema arn: " + schemaArn); 

            return schemaArn; 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateSchemaリファレンスのを参照してくださ
い。

ソリューションの作成

次のコード例は、Amazon Personalize ソリューションを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static String createPersonalizeSolution(PersonalizeClient personalizeClient, 
                                                 String datasetGroupArn, 
                                                 String solutionName, 
                                                 String recipeArn) { 

        try { 
            CreateSolutionRequest solutionRequest = CreateSolutionRequest.builder() 
                .name(solutionName) 
                .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                .recipeArn(recipeArn) 
                .build(); 

            CreateSolutionResponse solutionResponse = 
 personalizeClient.createSolution(solutionRequest); 
            return solutionResponse.solutionArn(); 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateSolutionリファレンスのを参照してくださ
い。

ソリューションバージョンの作成

次のコード例は、Amazon Personalize ソリューションを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createPersonalizeSolutionVersion(PersonalizeClient 
 personalizeClient, String solutionArn) { 
        long maxTime = 0; 
        long waitInMilliseconds = 30 * 1000; // 30 seconds 
        String solutionStatus = ""; 
        String solutionVersionStatus = ""; 
        String solutionVersionArn = ""; 

        try { 
            DescribeSolutionRequest describeSolutionRequest = 
 DescribeSolutionRequest.builder() 
                .solutionArn(solutionArn) 
                .build(); 
             
            maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + 3 * 60 * 60; 

            // Wait until solution is active.  
            while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                solutionStatus = 
 personalizeClient.describeSolution(describeSolutionRequest).solution().status(); 
                System.out.println("Solution status: " + solutionStatus); 
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                if (solutionStatus.equals("ACTIVE") || solutionStatus.equals("CREATE 
 FAILED")) { 
                    break; 
                } 
                try { 
                    Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                } 
            } 

            if (solutionStatus.equals("ACTIVE")) { 

                CreateSolutionVersionRequest createSolutionVersionRequest = 
 CreateSolutionVersionRequest.builder() 
                    .solutionArn(solutionArn) 
                    .build(); 

                CreateSolutionVersionResponse createSolutionVersionResponse = 
 personalizeClient.createSolutionVersion(createSolutionVersionRequest); 
                solutionVersionArn = 
 createSolutionVersionResponse.solutionVersionArn(); 

                System.out.println("Solution version ARN: " + solutionVersionArn); 

                DescribeSolutionVersionRequest describeSolutionVersionRequest = 
 DescribeSolutionVersionRequest.builder() 
                    .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
                    .build(); 

                while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                    solutionVersionStatus = 
 personalizeClient.describeSolutionVersion(describeSolutionVersionRequest).solutionVersion().status(); 
                    System.out.println("Solution version status: " + 
 solutionVersionStatus); 

                    if (solutionVersionStatus.equals("ACTIVE") || 
 solutionVersionStatus.equals("CREATE FAILED")) { 
                        break; 
                    } 
                    try { 
                        Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                    } catch (InterruptedException e) { 
                        System.out.println(e.getMessage()); 
                    } 
                } 
                return solutionVersionArn; 
            } 
        } catch(PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateSolutionVersionリファレンスのを参照し
てください。

イベントトラッカーの作成

次のコード例は、Amazon Personalize イベントトラッカーを作成する方法を示しています。

563

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-2018-05-22/CreateSolutionVersion


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createEventTracker(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 eventTrackerName, String datasetGroupArn) { 
         
        String eventTrackerId = ""; 
        String eventTrackerArn; 
        long maxTime = 3 * 60 * 60; // 3 hours 
        long waitInMilliseconds = 20 * 1000; // 20 seconds 
        String status; 
         
        try { 

            CreateEventTrackerRequest createEventTrackerRequest = 
 CreateEventTrackerRequest.builder() 
                .name(eventTrackerName) 
                .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                .build(); 
            
            CreateEventTrackerResponse createEventTrackerResponse = 
 personalizeClient.createEventTracker(createEventTrackerRequest); 
             
            eventTrackerArn = createEventTrackerResponse.eventTrackerArn(); 
            eventTrackerId = createEventTrackerResponse.trackingId(); 
            System.out.println("Event tracker ARN: " + eventTrackerArn); 
            System.out.println("Event tracker ID: " + eventTrackerId); 

            maxTime = Instant.now().getEpochSecond() + maxTime; 

            DescribeEventTrackerRequest describeRequest = 
 DescribeEventTrackerRequest.builder() 
                .eventTrackerArn(eventTrackerArn) 
                .build(); 

             
            while (Instant.now().getEpochSecond() < maxTime) { 

                status = 
 personalizeClient.describeEventTracker(describeRequest).eventTracker().status(); 
                System.out.println("EventTracker status: " + status); 

                if (status.equals("ACTIVE") || status.equals("CREATE FAILED")) { 
                    break; 
                } 
                try { 
                    Thread.sleep(waitInMilliseconds); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                } 
            } 
            return eventTrackerId; 
        } 
        catch (PersonalizeException e){ 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return eventTrackerId; 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateEventTrackerリファレンスのを参照して
ください。

キャンペーンを削除します。

次のコード例は、Amazon Personalize で新しいキャンペーンを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteSpecificCampaign(PersonalizeClient personalizeClient, 
 String campaignArn ) { 

        try { 
            DeleteCampaignRequest campaignRequest = DeleteCampaignRequest.builder() 
                .campaignArn(campaignArn) 
                .build(); 

            personalizeClient.deleteCampaign(campaignRequest); 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteCampaignリファレンスのを参照してくだ
さい。

ソリューションを削除します。

次のコード例は、Amazon Personalize でソリューションを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteGivenSolution(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 solutionArn ) { 

        try { 
            DeleteSolutionRequest solutionRequest = DeleteSolutionRequest.builder() 
                .solutionArn(solutionArn) 
                .build(); 

            personalizeClient.deleteSolution(solutionRequest); 
            System.out.println("Done"); 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteSolutionリファレンスのを参照してくださ
い。

イベントトラッカーを削除する

次のコード例は、Amazon Personalize でイベントトラッカーを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteEventTracker(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 eventTrackerArn) { 
        try { 
            DeleteEventTrackerRequest deleteEventTrackerRequest = 
 DeleteEventTrackerRequest.builder() 
                .eventTrackerArn(eventTrackerArn) 
                .build(); 
                 
            int status =  
                
 personalizeClient.deleteEventTracker(deleteEventTrackerRequest).sdkHttpResponse().statusCode(); 

            System.out.println("Status code:" + status); 
             
        } 
        catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteEventTrackerリファレンスのを参照してく
ださい。

キャンペーンの説明を表示します。

次のコード例は、Amazon Personalize で新しいキャンペーンを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeSpecificCampaign(PersonalizeClient personalizeClient, 
 String campaignArn) { 

        try { 
            DescribeCampaignRequest campaignRequest = DescribeCampaignRequest.builder() 
                .campaignArn(campaignArn) 
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                .build(); 

            DescribeCampaignResponse campaignResponse = 
 personalizeClient.describeCampaign(campaignRequest); 
            Campaign myCampaign = campaignResponse.campaign(); 
            System.out.println("The Campaign name is "+myCampaign.name()); 
            System.out.println("The Campaign status is "+myCampaign.status()); 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeCampaignリファレンスのを参照してく
ださい。

レシピの説明を表示します。

次のコード例は、Amazon Personalize でレシピを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeSpecificRecipe(PersonalizeClient personalizeClient, 
 String recipeArn) { 

        try{ 
            DescribeRecipeRequest recipeRequest = DescribeRecipeRequest.builder() 
                .recipeArn(recipeArn) 
                .build(); 

            DescribeRecipeResponse recipeResponse = 
 personalizeClient.describeRecipe(recipeRequest); 
            System.out.println("The recipe name is "+recipeResponse.recipe().name()); 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeRecipeリファレンスのを参照してくだ
さい。

ソリューションの説明を表示します。

次のコード例は、Amazon Personalize でソリューションを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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   public static void describeSpecificSolution(PersonalizeClient personalizeClient, 
 String solutionArn) { 

       try { 
           DescribeSolutionRequest solutionRequest = DescribeSolutionRequest.builder() 
               .solutionArn(solutionArn) 
               .build(); 

           DescribeSolutionResponse response = 
 personalizeClient.describeSolution(solutionRequest); 
           System.out.println("The Solution name is "+response.solution().name()); 

       } catch (PersonalizeException e) { 
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
           System.exit(1); 
       } 
   }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeSolutionリファレンスのを参照してくだ
さい。

キャンペーンを一覧表示する

次のコード例は、Amazon Personalize で新しいキャンペーンを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllCampaigns(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 solutionArn) { 

        try{ 
            ListCampaignsRequest campaignsRequest = ListCampaignsRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .solutionArn(solutionArn) 
                .build(); 

            ListCampaignsResponse response = 
 personalizeClient.listCampaigns(campaignsRequest); 
            List<CampaignSummary> campaigns = response.campaigns(); 
            for (CampaignSummary campaign: campaigns) { 
                System.out.println("Campaign name is : "+campaign.name()); 
                System.out.println("Campaign ARN is : "+campaign.campaignArn()); 
            } 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListCampaignsリファレンスのを参照してくださ
い。
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データセットグループを一覧表示します。

次のコード例は、Amazon Personalize でデータセットグループを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listDSGroups( PersonalizeClient personalizeClient ) { 

        try { 
            ListDatasetGroupsRequest groupsRequest = ListDatasetGroupsRequest.builder() 
                .maxResults(15) 
                .build(); 

            ListDatasetGroupsResponse groupsResponse = 
 personalizeClient.listDatasetGroups(groupsRequest); 
            List<DatasetGroupSummary> groups = groupsResponse.datasetGroups(); 
            for (DatasetGroupSummary group: groups) { 
                System.out.println("The DataSet name is : "+group.name()); 
                System.out.println("The DataSet ARN is : "+group.datasetGroupArn()); 
            } 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListDatasetGroupsリファレンスのを参照してく
ださい。

レシピを一覧表示する

次のコード例は、Amazon Personalize でレシピを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllRecipes(PersonalizeClient personalizeClient) { 

        try { 
            ListRecipesRequest recipesRequest = ListRecipesRequest.builder() 
                .maxResults(15) 
                .build(); 

            ListRecipesResponse response = 
 personalizeClient.listRecipes(recipesRequest); 
            List<RecipeSummary> recipes = response.recipes(); 
            for (RecipeSummary recipe: recipes) { 
                System.out.println("The recipe ARN is: "+recipe.recipeArn()); 
                System.out.println("The recipe name is: "+recipe.name()); 
            } 
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        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListRecipesリファレンスのを参照してくださ
い。

ソリューションを一覧表示する

次のコード例は、Amazon Personalize でソリューションを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllSolutions(PersonalizeClient personalizeClient, String 
 datasetGroupArn) { 

        try { 
            ListSolutionsRequest solutionsRequest = ListSolutionsRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .datasetGroupArn(datasetGroupArn) 
                .build() ; 

            ListSolutionsResponse response = 
 personalizeClient.listSolutions(solutionsRequest); 
            List<SolutionSummary> solutions = response.solutions(); 
            for (SolutionSummary solution: solutions) { 
                System.out.println("The solution ARN is: "+solution.solutionArn()); 
                System.out.println("The solution name is: "+solution.name()); 
            } 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListSolutionsリファレンスのを参照してくださ
い。

キャンペーンを更新します。

次のコード例は、Amazon Personalize 新しいキャンペーンを更新する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String updateCampaign(PersonalizeClient personalizeClient, 
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                                      String campaignArn, 
                                      String solutionVersionArn, 
                                      Integer minProvisionedTPS) { 

        try { 
            // build the updateCampaignRequest 
            UpdateCampaignRequest updateCampaignRequest = 
 UpdateCampaignRequest.builder() 
                    .campaignArn(campaignArn) 
                    .solutionVersionArn(solutionVersionArn) 
                    .minProvisionedTPS(minProvisionedTPS) 
                    .build(); 

            // update the campaign 
            personalizeClient.updateCampaign(updateCampaignRequest); 

            DescribeCampaignRequest campaignRequest = DescribeCampaignRequest.builder() 
                    .campaignArn(campaignArn) 
                    .build(); 

            DescribeCampaignResponse campaignResponse = 
 personalizeClient.describeCampaign(campaignRequest); 
            Campaign updatedCampaign = campaignResponse.campaign(); 

            System.out.println("The Campaign status is " + updatedCampaign.status()); 
            return updatedCampaign.status(); 

        } catch (PersonalizeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UpdateCampaignリファレンスのを参照してくだ
さい。

Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Personalize イベントの例
次のコード例は、Amazon Personalize EventsAWS SDK for Java 2.x で一般的なシナリオを実装する方法
を示しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

リアルタイムのインタラクションイベントデータをインポートする

次のコード例は、リアルタイムのインタラクションデータを Amazon Personalize ests にインポートする
方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static int putItems(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient, 
                               String datasetArn, 
                               String item1Id, 
                               String item1PropertyName, 
                               String item1PropertyValue, 
                               String item2Id, 
                               String item2PropertyName, 
                               String item2PropertyValue) { 

        int responseCode = 0; 
        ArrayList<Item> items = new ArrayList<>(); 

        try { 
            Item item1 = Item.builder() 
                    .itemId(item1Id) 
                    .properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}", 
                            item1PropertyName, item1PropertyValue)) 
                    .build(); 

            items.add(item1); 

            Item item2 = Item.builder() 
                    .itemId(item2Id) 
                    .properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}", 
                            item2PropertyName, item2PropertyValue)) 
                    .build(); 

            items.add(item2); 

            PutItemsRequest putItemsRequest = PutItemsRequest.builder() 
                    .datasetArn(datasetArn) 
                    .items(items) 
                    .build(); 

            responseCode = 
 personalizeEventsClient.putItems(putItemsRequest).sdkHttpResponse().statusCode(); 
            System.out.println("Response code: " + responseCode); 
            return responseCode; 

        } catch (PersonalizeEventsException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return responseCode; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutEventsリファレンスのを参照してください。

ユーザーを段階的にインポートする

次のコード例は、ユーザーをAmazon Personalize Events イベントにインクリメンタルインポートする方
法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static int putUsers(PersonalizeEventsClient personalizeEventsClient, 
                               String datasetArn, 
                               String user1Id, 
                               String user1PropertyName, 
                               String user1PropertyValue, 
                               String user2Id, 
                               String user2PropertyName, 
                               String user2PropertyValue) { 

        int responseCode = 0; 
        ArrayList<User> users = new ArrayList<>(); 

        try { 
            User user1 = User.builder() 
                    .userId(user1Id) 
                    .properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}", 
                            user1PropertyName, user1PropertyValue)) 
                    .build(); 

            users.add(user1); 

            User user2 = User.builder() 
                    .userId(user2Id) 
                    .properties(String.format("{\"%1$s\": \"%2$s\"}", 
                            user2PropertyName, user2PropertyValue)) 
                    .build(); 

            users.add(user2); 

            PutUsersRequest putUsersRequest = PutUsersRequest.builder() 
                    .datasetArn(datasetArn) 
                    .users(users) 
                    .build(); 

            responseCode = 
 personalizeEventsClient.putUsers(putUsersRequest).sdkHttpResponse().statusCode(); 
            System.out.println("Response code: " + responseCode); 
            return responseCode; 

        } catch (PersonalizeEventsException e) { 
            System.out.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        } 
        return responseCode; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutUsersリファレンスのを参照してください。

Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Personalize ランタイムの
例
次のコード例は、による Amazon Personalize Run3 を使用して Amazon Personalize R3AWS SDK for 
Java 2.x を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

573

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/personalize#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/personalize-events-2018-03-22/PutUsers


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

レコメンデーションの取得 (カスタムデータセットグループ)

次のコード例は、Amazon Personalize ランタイムランタイムのランク付けされたレコメンデーションを取
得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static List<PredictedItem> getRankedRecs(PersonalizeRuntimeClient 
 personalizeRuntimeClient, 
                                                    String campaignArn, 
                                                    String userId, 
                                                    ArrayList<String> items) { 

        try { 
            GetPersonalizedRankingRequest rankingRecommendationsRequest = 
 GetPersonalizedRankingRequest.builder() 
                    .campaignArn(campaignArn) 
                    .userId(userId) 
                    .inputList(items) 
                    .build(); 

            GetPersonalizedRankingResponse recommendationsResponse = 
                    
 personalizeRuntimeClient.getPersonalizedRanking(rankingRecommendationsRequest); 
            List<PredictedItem> rankedItems = 
 recommendationsResponse.personalizedRanking(); 
            int rank = 1; 
            for (PredictedItem item : rankedItems) { 
                System.out.println("Item ranked at position " + rank + " details"); 
                System.out.println("Item Id is : " + item.itemId()); 
                System.out.println("Item score is : " + item.score()); 
                System.out.println("---------------------------------------------"); 
                rank++; 
            } 
            return rankedItems; 
        } catch (PersonalizeRuntimeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetPersonalizedRankingリファレンスのを参照
してください。

レコメンダーからのレコメンデーションを取得 (ドメインデータセットグループ)

次のコード例は、Amazon Personalize ランタイム推奨を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

推奨アイテムのリストを取得する

    public static void getRecs(PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient, 
 String campaignArn, String userId){ 

        try { 
            GetRecommendationsRequest recommendationsRequest = 
 GetRecommendationsRequest.builder() 
                .campaignArn(campaignArn) 
                .numResults(20) 
                .userId(userId) 
                .build(); 

            GetRecommendationsResponse recommendationsResponse = 
 personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest); 
            List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList(); 
            for (PredictedItem item: items) { 
                System.out.println("Item Id is : "+item.itemId()); 
                System.out.println("Item score is : "+item.score()); 
            } 

        } catch (AwsServiceException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

ドメインデータセットグループで作成されたレコメンダーから推奨項目のリストを取得します。

    public static void getRecs(PersonalizeRuntimeClient personalizeRuntimeClient, 
 String recommenderArn, String userId){ 

        try { 
            GetRecommendationsRequest recommendationsRequest = 
 GetRecommendationsRequest.builder() 
                    .recommenderArn(recommenderArn) 
                    .numResults(20) 
                    .userId(userId) 
                    .build(); 

            GetRecommendationsResponse recommendationsResponse = 
 personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest); 
            List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList(); 

            for (PredictedItem item: items) { 
                System.out.println("Item Id is : "+item.itemId()); 
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                System.out.println("Item score is : "+item.score()); 
            } 
        } catch (AwsServiceException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

おすすめをリクエストするときはフィルターを使用してください。

    public static void getFilteredRecs(PersonalizeRuntimeClient 
 personalizeRuntimeClient, 
                                       String campaignArn, 
                                       String userId, 
                                       String filterArn, 
                                       String parameter1Name, 
                                       String parameter1Value1, 
                                       String parameter1Value2, 
                                       String parameter2Name, 
                                       String parameter2Value){ 

        try { 

            Map<String, String> filterValues = new HashMap<>(); 

            filterValues.put(parameter1Name, String.format("\"%1$s\",\"%2$s\"", 
                    parameter1Value1, parameter1Value2)); 
            filterValues.put(parameter2Name, String.format("\"%1$s\"", 
                    parameter2Value)); 

            GetRecommendationsRequest recommendationsRequest = 
 GetRecommendationsRequest.builder() 
                    .campaignArn(campaignArn) 
                    .numResults(20) 
                    .userId(userId) 
                    .filterArn(filterArn) 
                    .filterValues(filterValues) 
                    .build(); 

            GetRecommendationsResponse recommendationsResponse = 
 personalizeRuntimeClient.getRecommendations(recommendationsRequest); 
            List<PredictedItem> items = recommendationsResponse.itemList(); 

            for (PredictedItem item: items) { 
                System.out.println("Item Id is : "+item.itemId()); 
                System.out.println("Item score is : "+item.score()); 
            } 
        } catch (PersonalizeRuntimeException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetRecommendationsリファレンスのを参照し
てください。

Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon Pinpoint 例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with Amazon Pinpoint を使用して Amazon Pinpoint を使用して一
般的なシナリオを実装する方法を示しています。
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「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

キャンペーンの作成

次のコード例は、新しいキャンペーンを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

キャンペーンの作成

    public static void createPinCampaign(PinpointClient pinpoint, String appId, String 
 segmentId) { 
        CampaignResponse result = createCampaign(pinpoint, appId, segmentId); 
        System.out.println("Campaign " + result.name() + " created."); 
        System.out.println(result.description()); 
    } 

    public static CampaignResponse createCampaign(PinpointClient client, String appID, 
 String segmentID) { 

        try { 
            Schedule schedule = Schedule.builder() 
                .startTime("IMMEDIATE") 
                .build(); 

            Message defaultMessage = Message.builder() 
                .action(Action.OPEN_APP) 
                .body("My message body.") 
                .title("My message title.") 
                .build(); 

            MessageConfiguration messageConfiguration = MessageConfiguration.builder() 
                .defaultMessage(defaultMessage) 
                .build(); 

            WriteCampaignRequest request = WriteCampaignRequest.builder() 
                .description("My description") 
                .schedule(schedule) 
                .name("MyCampaign") 
                .segmentId(segmentID) 
                .messageConfiguration(messageConfiguration) 
                .build(); 

            CreateCampaignResponse result = 
 client.createCampaign(CreateCampaignRequest.builder() 
                            .applicationId(appID) 

577

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/pinpoint#readme


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

                            .writeCampaignRequest(request).build() 
            ); 

            System.out.println("Campaign ID: " + result.campaignResponse().id()); 
            return result.campaignResponse(); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        return null; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateCampaignリファレンスのを参照してくだ
さい。

セグメントの作成

次のコード例は、セグメントを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static SegmentResponse createSegment(PinpointClient client, String appId) { 

        try { 
            Map<String, AttributeDimension> segmentAttributes = new HashMap<>(); 
            segmentAttributes.put("Team", AttributeDimension.builder() 
                .attributeType(AttributeType.INCLUSIVE) 
                .values("Lakers") 
                .build()); 

            RecencyDimension recencyDimension = RecencyDimension.builder() 
                .duration("DAY_30") 
                .recencyType("ACTIVE") 
                .build(); 

            SegmentBehaviors segmentBehaviors = SegmentBehaviors.builder() 
                .recency(recencyDimension) 
                .build(); 

            SegmentDemographics segmentDemographics = SegmentDemographics 
                .builder() 
                .build(); 

            SegmentLocation segmentLocation = SegmentLocation 
                .builder() 
                .build(); 

            SegmentDimensions dimensions = SegmentDimensions 
                .builder() 
                .attributes(segmentAttributes) 
                .behavior(segmentBehaviors) 
                .demographic(segmentDemographics) 
                .location(segmentLocation) 
                .build(); 
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            WriteSegmentRequest writeSegmentRequest = WriteSegmentRequest.builder() 
                .name("MySegment") 
                .dimensions(dimensions) 
                .build(); 

            CreateSegmentRequest createSegmentRequest = CreateSegmentRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .writeSegmentRequest(writeSegmentRequest) 
                .build(); 

            CreateSegmentResponse createSegmentResult = 
 client.createSegment(createSegmentRequest); 
            System.out.println("Segment ID: " + 
 createSegmentResult.segmentResponse().id()); 
            System.out.println("Done"); 
            return createSegmentResult.segmentResponse(); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateSegmentリファレンスのを参照してくだ
さい。

アプリケーションの作成

次のコード例は、アプリケーションを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createApplication(PinpointClient pinpoint, String appName) { 

        try { 
            CreateApplicationRequest appRequest = CreateApplicationRequest.builder() 
                .name(appName) 
                .build(); 

            CreateAppRequest request = CreateAppRequest.builder() 
                .createApplicationRequest(appRequest) 
                .build(); 

            CreateAppResponse result = pinpoint.createApp(request); 
            return result.applicationResponse().id(); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateAppリファレンスのを参照してください。

アプリケーションの削除

次のコード例は、アプリケーションを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

アプリケーションの削除

    public static void deletePinApp(PinpointClient pinpoint, String appId ) { 

        try { 
            DeleteAppRequest appRequest = DeleteAppRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .build(); 

            DeleteAppResponse result = pinpoint.deleteApp(appRequest); 
            String appName = result.applicationResponse().name(); 
            System.out.println("Application " + appName + " has been deleted."); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteAppリファレンスのを参照してください。

エンドポイントを削除します

次のコード例は、エンドポイントを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

エンドポイントを削除します。

    public static void deletePinEncpoint(PinpointClient pinpoint, String appId, String 
 endpointId ) { 

        try { 
            DeleteEndpointRequest appRequest = DeleteEndpointRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .endpointId(endpointId) 
                .build(); 

            DeleteEndpointResponse result = pinpoint.deleteEndpoint(appRequest); 
            String id = result.endpointResponse().id(); 
            System.out.println("The deleted endpoint id  " + id); 
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        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteEndpointリファレンスのを参照してくだ
さい。

エンドポイントをエクスポートする

次のコード例は、エンドポイントを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

エンドポイントをエクスポートする

    public static void exportAllEndpoints(PinpointClient pinpoint, 
                                          S3Client s3Client, 
                                          String applicationId, 
                                          String s3BucketName, 
                                          String path, 
                                          String iamExportRoleArn) { 

        try { 
            List<String> objectKeys = exportEndpointsToS3(pinpoint, s3Client, 
 s3BucketName, iamExportRoleArn, applicationId); 
            List<String> endpointFileKeys = objectKeys.stream().filter(o -> 
 o.endsWith(".gz")).collect(Collectors.toList()); 
            downloadFromS3(s3Client, path, s3BucketName, endpointFileKeys); 

        } catch ( PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static List<String> exportEndpointsToS3(PinpointClient pinpoint, S3Client 
 s3Client, String s3BucketName, String iamExportRoleArn, String applicationId) { 

        SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd-
HH_mm:ss.SSS_z"); 
        String endpointsKeyPrefix = "exports/" + applicationId + "_" + 
 dateFormat.format(new Date()); 
        String s3UrlPrefix = "s3://" + s3BucketName + "/" + endpointsKeyPrefix + "/"; 
        List<String> objectKeys = new ArrayList<>(); 
        String key; 

        try { 
            // Defines the export job that Amazon Pinpoint runs. 
            ExportJobRequest jobRequest = ExportJobRequest.builder() 
                .roleArn(iamExportRoleArn) 
                .s3UrlPrefix(s3UrlPrefix) 
                .build(); 
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            CreateExportJobRequest exportJobRequest = CreateExportJobRequest.builder() 
                .applicationId(applicationId) 
                .exportJobRequest(jobRequest) 
                .build(); 

            System.out.format("Exporting endpoints from Amazon Pinpoint application %s 
 to Amazon S3 " + 
                    "bucket %s . . .\n", applicationId, s3BucketName); 

            CreateExportJobResponse exportResult = 
 pinpoint.createExportJob(exportJobRequest); 
            String jobId = exportResult.exportJobResponse().id(); 
            System.out.println(jobId); 
            printExportJobStatus(pinpoint, applicationId, jobId); 

            ListObjectsV2Request v2Request = ListObjectsV2Request.builder() 
                .bucket(s3BucketName) 
                .prefix(endpointsKeyPrefix) 
                .build(); 

            // Create a list of object keys. 
            ListObjectsV2Response v2Response = s3Client.listObjectsV2(v2Request); 
            List<S3Object> objects = v2Response.contents(); 
            for (S3Object object: objects) { 
                key = object.key(); 
                objectKeys.add(key); 
            } 

            return objectKeys; 

        } catch ( PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    private static void printExportJobStatus(PinpointClient pinpointClient, 
                                             String applicationId, 
                                             String jobId) { 

        GetExportJobResponse getExportJobResult; 
        String status; 

        try { 
            // Checks the job status until the job completes or fails. 
            GetExportJobRequest exportJobRequest = GetExportJobRequest.builder() 
                .jobId(jobId) 
                .applicationId(applicationId) 
                .build(); 

            do { 
                getExportJobResult = pinpointClient.getExportJob(exportJobRequest); 
                status = 
 getExportJobResult.exportJobResponse().jobStatus().toString().toUpperCase(); 
                System.out.format("Export job %s . . .\n", status); 
                TimeUnit.SECONDS.sleep(3); 

            } while (!status.equals("COMPLETED") && !status.equals("FAILED")); 

            if (status.equals("COMPLETED")) { 
                System.out.println("Finished exporting endpoints."); 
            } else { 
                System.err.println("Failed to export endpoints."); 
                System.exit(1); 
            } 
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        } catch (PinpointException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Download files from an Amazon S3 bucket and write them to the path location. 
    public static void downloadFromS3(S3Client s3Client, String path, String 
 s3BucketName, List<String> objectKeys) { 

        String newPath; 
        try { 
            for (String key : objectKeys) { 
                GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest.builder() 
                    .bucket(s3BucketName) 
                    .key(key) 
                    .build(); 

                ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes = 
 s3Client.getObjectAsBytes(objectRequest); 
                byte[] data = objectBytes.asByteArray(); 

                // Write the data to a local file. 
                String fileSuffix = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss").format(new 
 Date()); 
                newPath = path + fileSuffix+".gz"; 
                File myFile = new File(newPath); 
                OutputStream os = new FileOutputStream(myFile); 
                os.write(data); 
            } 
            System.out.println("Download finished."); 

        } catch (S3Exception | NullPointerException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateExportJobリファレンスのを参照してくだ
さい。

エンドポイントを取得する

次のコード例は、エンドポイントを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void lookupPinpointEndpoint(PinpointClient pinpoint, String appId, 
 String endpoint ) { 

        try { 
            GetEndpointRequest appRequest = GetEndpointRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .endpointId(endpoint) 
                .build(); 
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            GetEndpointResponse result = pinpoint.getEndpoint(appRequest); 
            EndpointResponse endResponse = result.endpointResponse(); 

            // Uses the Google Gson library to pretty print the endpoint JSON. 
            Gson gson = new GsonBuilder() 
                .setFieldNamingPolicy(FieldNamingPolicy.UPPER_CAMEL_CASE) 
                .setPrettyPrinting() 
                .create(); 

            String endpointJson = gson.toJson(endResponse); 
            System.out.println(endpointJson); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetEndpointリファレンスのを参照してくださ
い。

セグメントのインポート

次のコード例は、セグメントを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

セグメントのインポート

    public static ImportJobResponse createImportSegment(PinpointClient client, 
                                                        String appId, 
                                                        String bucket, 
                                                        String key, 
                                                        String roleArn) { 

        try { 
            ImportJobRequest importRequest = ImportJobRequest.builder() 
                .defineSegment(true) 
                .registerEndpoints(true) 
                .roleArn(roleArn) 
                .format(Format.JSON) 
                .s3Url("s3://" + bucket + "/" + key) 
                .build(); 

            CreateImportJobRequest jobRequest = CreateImportJobRequest.builder() 
                .importJobRequest(importRequest) 
                .applicationId(appId) 
                .build(); 

            CreateImportJobResponse jobResponse = client.createImportJob(jobRequest); 
            return jobResponse.importJobResponse(); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 

584

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/pinpoint-2016-12-01/GetEndpoint
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/pinpoint#readme


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

        } 
        return null; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateImportJobリファレンスのを参照してくだ
さい。

エンドポイントを一覧表示する

次のコード例は、エンドポイントを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllEndpoints(PinpointClient pinpoint, 
                                        String applicationId, 
                                       String userId) { 

        try { 
            GetUserEndpointsRequest endpointsRequest = 
 GetUserEndpointsRequest.builder() 
                .userId(userId) 
                .applicationId(applicationId) 
                .build(); 

            GetUserEndpointsResponse response = 
 pinpoint.getUserEndpoints(endpointsRequest); 
            List<EndpointResponse> endpoints = response.endpointsResponse().item(); 

            // Display the results. 
            for (EndpointResponse endpoint: endpoints) { 
                System.out.println("The channel type is: "+endpoint.channelType()); 
                System.out.println("The address is  "+endpoint.address()); 
            } 

        } catch ( PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetUserEndpointsリファレンスのを参照してく
ださい。

セグメントを一覧表示する

次のコード例は、セグメントを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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セグメントを一覧表示します。

    public static void listSegs( PinpointClient pinpoint, String appId) { 

        try { 
            GetSegmentsRequest request = GetSegmentsRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .build(); 

            GetSegmentsResponse response = pinpoint.getSegments(request); 
            List<SegmentResponse> segments = response.segmentsResponse().item(); 
            for(SegmentResponse segment: segments) { 
                System.out.println("Segement " + segment.id() + " " + segment.name() + 
 " " + segment.lastModifiedDate()); 
            } 

        } catch ( PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetSegmentsリファレンスのを参照してくださ
い。

E メールとテキストメッセージを送信する

次のコード例は、Amazon Pinpoint を使用して E メールおよびテキストメッセージを送信する方法を示し
ています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

E メールメッセージを送信します。

    public static void sendEmail(PinpointClient pinpoint, 
                                 String subject, 
                                 String appId, 
                                 String senderAddress, 
                                 String toAddress) { 

        try { 
            Map<String,AddressConfiguration> addressMap = new HashMap<>(); 
            AddressConfiguration configuration = AddressConfiguration.builder() 
                .channelType(ChannelType.EMAIL) 
                .build(); 

            addressMap.put(toAddress, configuration); 
            SimpleEmailPart emailPart = SimpleEmailPart.builder() 
                .data(htmlBody) 
                .charset(charset) 
                .build() ; 

            SimpleEmailPart subjectPart = SimpleEmailPart.builder() 
                .data(subject) 
                .charset(charset) 
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                .build() ; 

            SimpleEmail simpleEmail = SimpleEmail.builder() 
                .htmlPart(emailPart) 
                .subject(subjectPart) 
                .build(); 

            EmailMessage emailMessage = EmailMessage.builder() 
                .body(htmlBody) 
                .fromAddress(senderAddress) 
                .simpleEmail(simpleEmail) 
                .build(); 

            DirectMessageConfiguration directMessageConfiguration = 
 DirectMessageConfiguration.builder() 
                .emailMessage(emailMessage) 
                .build(); 

            MessageRequest messageRequest = MessageRequest.builder() 
                .addresses(addressMap) 
                .messageConfiguration(directMessageConfiguration) 
                .build(); 

            SendMessagesRequest messagesRequest = SendMessagesRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .messageRequest(messageRequest) 
                .build(); 

            pinpoint.sendMessages(messagesRequest); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

SMS メッセージを送信します。

    public static void sendSMSMessage(PinpointClient pinpoint, String message, String 
 appId, String originationNumber, String destinationNumber) { 

        try { 
            Map<String, AddressConfiguration> addressMap = new HashMap<String, 
 AddressConfiguration>(); 
            AddressConfiguration addConfig = AddressConfiguration.builder() 
                .channelType(ChannelType.SMS) 
                .build(); 

            addressMap.put(destinationNumber, addConfig); 
            SMSMessage smsMessage = SMSMessage.builder() 
                .body(message) 
                .messageType(messageType) 
                .originationNumber(originationNumber) 
                .senderId(senderId) 
                .keyword(registeredKeyword) 
                .build(); 

            // Create a DirectMessageConfiguration object. 
            DirectMessageConfiguration direct = DirectMessageConfiguration.builder() 
                .smsMessage(smsMessage) 
                .build(); 

            MessageRequest msgReq = MessageRequest.builder() 
                .addresses(addressMap) 
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                .messageConfiguration(direct) 
                .build(); 

            // create a  SendMessagesRequest object 
            SendMessagesRequest request = SendMessagesRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .messageRequest(msgReq) 
                .build(); 

            SendMessagesResponse response= pinpoint.sendMessages(request); 
            MessageResponse msg1 = response.messageResponse(); 
            Map map1 = msg1.result(); 

            //Write out the result of sendMessage. 
            map1.forEach((k, v) -> System.out.println((k + ":" + v))); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

SMS メッセージをバッチ送信します。

    public static void sendSMSMessage(PinpointClient pinpoint, String message, String 
 appId, String originationNumber, String destinationNumber, String destinationNumber1) 
 { 
        try { 
            Map<String, AddressConfiguration> addressMap = new HashMap<String, 
 AddressConfiguration>(); 
            AddressConfiguration addConfig = AddressConfiguration.builder() 
                .channelType(ChannelType.SMS) 
                .build(); 

            // Add an entry to the Map object for each number to whom you want to send 
 a message. 
            addressMap.put(destinationNumber, addConfig); 
            addressMap.put(destinationNumber1, addConfig); 
            SMSMessage smsMessage = SMSMessage.builder() 
                .body(message) 
                .messageType(messageType) 
                .originationNumber(originationNumber) 
                .senderId(senderId) 
                .keyword(registeredKeyword) 
                .build(); 

            // Create a DirectMessageConfiguration object. 
            DirectMessageConfiguration direct = DirectMessageConfiguration.builder() 
                .smsMessage(smsMessage) 
                .build(); 

            MessageRequest msgReq = MessageRequest.builder() 
                .addresses(addressMap) 
                .messageConfiguration(direct) 
                .build(); 

            // Create a SendMessagesRequest object. 
            SendMessagesRequest request = SendMessagesRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .messageRequest(msgReq) 
                .build(); 

            SendMessagesResponse response= pinpoint.sendMessages(request); 
            MessageResponse msg1 = response.messageResponse(); 
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            Map map1 = msg1.result(); 

            // Write out the result of sendMessage. 
            map1.forEach((k, v) -> System.out.println((k + ":" + v))); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SendMessagesリファレンスのを参照してくだ
さい。

エンドポイントを更新します。

次のコード例は、エンドポイントを更新する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static EndpointResponse createEndpoint(PinpointClient client, String appId) 
 { 
        String endpointId = UUID.randomUUID().toString(); 
        System.out.println("Endpoint ID: " + endpointId); 

        try { 
            EndpointRequest endpointRequest = createEndpointRequestData(); 
            UpdateEndpointRequest updateEndpointRequest = 
 UpdateEndpointRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .endpointId(endpointId) 
                .endpointRequest(endpointRequest) 
                .build(); 

            UpdateEndpointResponse updateEndpointResponse = 
 client.updateEndpoint(updateEndpointRequest); 
            System.out.println("Update Endpoint Response: " + 
 updateEndpointResponse.messageBody()); 

            GetEndpointRequest getEndpointRequest = GetEndpointRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .endpointId(endpointId) 
                .build(); 

            GetEndpointResponse getEndpointResponse = 
 client.getEndpoint(getEndpointRequest); 
            System.out.println(getEndpointResponse.endpointResponse().address()); 
            System.out.println(getEndpointResponse.endpointResponse().channelType()); 
            System.out.println(getEndpointResponse.endpointResponse().applicationId()); 
            
 System.out.println(getEndpointResponse.endpointResponse().endpointStatus()); 
            System.out.println(getEndpointResponse.endpointResponse().requestId()); 
            System.out.println(getEndpointResponse.endpointResponse().user()); 

            return getEndpointResponse.endpointResponse(); 
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        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    private static EndpointRequest createEndpointRequestData() { 

        try { 
            List<String> favoriteTeams = new ArrayList<>(); 
            favoriteTeams.add("Lakers"); 
            favoriteTeams.add("Warriors"); 
            HashMap<String, List<String>> customAttributes = new HashMap<>(); 
            customAttributes.put("team", favoriteTeams); 

            EndpointDemographic demographic = EndpointDemographic.builder() 
                .appVersion("1.0") 
                .make("apple") 
                .model("iPhone") 
                .modelVersion("7") 
                .platform("ios") 
                .platformVersion("10.1.1") 
                .timezone("America/Los_Angeles") 
                .build(); 

            EndpointLocation location = EndpointLocation.builder() 
                .city("Los Angeles") 
                .country("US") 
                .latitude(34.0) 
                .longitude(-118.2) 
                .postalCode("90068") 
                .region("CA") 
                .build(); 

            Map<String,Double> metrics = new HashMap<>(); 
            metrics.put("health", 100.00); 
            metrics.put("luck", 75.00); 

            EndpointUser user = EndpointUser.builder() 
                .userId(UUID.randomUUID().toString()) 
                .build(); 

            DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm'Z'"); // Quoted 
 "Z" to indicate UTC, no timezone offset 
            String nowAsISO = df.format(new Date()); 

            return EndpointRequest.builder() 
                .address(UUID.randomUUID().toString()) 
                .attributes(customAttributes) 
                .channelType("APNS") 
                .demographic(demographic) 
                .effectiveDate(nowAsISO) 
                .location(location) 
                .metrics(metrics) 
                .optOut("NONE") 
                .requestId(UUID.randomUUID().toString()) 
                .user(user) 
                .build(); 

        } catch (PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
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    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UpdateEndpointリファレンスのを参照してくだ
さい。

チャネルの更新

次のコード例は、チャンネルを更新する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    private static SMSChannelResponse getSMSChannel(PinpointClient client, String 
 appId) { 

        try { 
            GetSmsChannelRequest request = GetSmsChannelRequest.builder() 
                .applicationId(appId) 
                .build(); 

            SMSChannelResponse response = 
 client.getSmsChannel(request).smsChannelResponse(); 
            System.out.println("Channel state is " + response.enabled()); 
            return response; 

        } catch ( PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    private static void toggleSmsChannel(PinpointClient client, String appId, 
 SMSChannelResponse getResponse) { 
        boolean enabled = !getResponse.enabled(); 

        try { 
            SMSChannelRequest request = SMSChannelRequest.builder() 
                .enabled(enabled) 
                .build(); 

            UpdateSmsChannelRequest updateRequest = UpdateSmsChannelRequest.builder() 
                .smsChannelRequest(request) 
                .applicationId(appId) 
                .build(); 

            UpdateSmsChannelResponse result = client.updateSmsChannel(updateRequest); 
            System.out.println("Channel state: " + 
 result.smsChannelResponse().enabled()); 

        } catch ( PinpointException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetSmsChannelリファレンスのを参照してくだ
さい。

Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Pinpoint SMS および音声 
API の例
次のコード例は、Amazon Pinpoint SMS および音声 API を使用して Amazon Pinpoint SMS および音声 
API を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示しています。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

Amazon Pinpoint SMS および音声 API でボイスメッセージを送信する

次のコード例は、Amazon Pinpoint SMS および音声 API を使用してボイスメッセージを送信します。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void sendVoiceMsg(PinpointSmsVoiceClient client, String 
 originationNumber, String destinationNumber ) { 

        try { 
            SSMLMessageType ssmlMessageType = SSMLMessageType.builder() 
                .languageCode(languageCode) 
                .text(ssmlMessage) 
                .voiceId(voiceName) 
                .build(); 

            VoiceMessageContent content = VoiceMessageContent.builder() 
                .ssmlMessage(ssmlMessageType) 
                .build(); 

            SendVoiceMessageRequest voiceMessageRequest = 
 SendVoiceMessageRequest.builder() 
                .destinationPhoneNumber(destinationNumber) 
                .originationPhoneNumber(originationNumber) 
                .content(content) 
                .build(); 

            client.sendVoiceMessage(voiceMessageRequest); 
            System.out.println("The message was sent successfully."); 
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        } catch (PinpointSmsVoiceException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SendVoiceMessageリファレンスのを参照して
ください。

Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon RDS の例
次のコード例は、による Amazon RDS を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

DB インスタンスを作成する

次のコード例は、Amazon RDS DB インスタンスを作成し、利用可能になるまで待機する方法を示してい
ます。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createSnapshot(RdsClient rdsClient, String dbInstanceIdentifier, 
 String dbSnapshotIdentifier) { 

        try { 
            CreateDbSnapshotRequest snapshotRequest = CreateDbSnapshotRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .dbSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier) 
                .build(); 

            CreateDbSnapshotResponse response = 
 rdsClient.createDBSnapshot(snapshotRequest); 
            System.out.print("The Snapshot id is " + 
 response.dbSnapshot().dbiResourceId()); 

        } catch (RdsException e) { 
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            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            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「CreateDBInstance」を参照し
てください。

DB パラメータグループを作成する

次のコード例は、Amazon RDS DB パラメータグループを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createDBParameterGroup(RdsClient rdsClient, String dbGroupName, 
 String dbParameterGroupFamily) { 
        try { 
            CreateDbParameterGroupRequest groupRequest = 
 CreateDbParameterGroupRequest.builder() 
                .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily) 
                .description("Created by using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateDbParameterGroupResponse response = 
 rdsClient.createDBParameterGroup(groupRequest); 
            System.out.println("The group name is "+ 
 response.dbParameterGroup().dbParameterGroupName()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIParameterGroup リファレンスの「CreateDB」を
参照してください。

DB インスタンスのスナップショットを作成するには

次のコード例は、Amazon RDS DB インスタンスのスナップショットを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    // Create an Amazon RDS snapshot. 
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    public static void createSnapshot(RdsClient rdsClient, String dbInstanceIdentifier, 
 String dbSnapshotIdentifier) { 
        try { 
            CreateDbSnapshotRequest snapshotRequest = CreateDbSnapshotRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .dbSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier) 
                .build(); 

            CreateDbSnapshotResponse response = 
 rdsClient.createDBSnapshot(snapshotRequest); 
            System.out.println("The Snapshot id is " + 
 response.dbSnapshot().dbiResourceId()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            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「CreateDBSnapshot」を参照
してください。

認証トークンの作成

次のコードサンプルは、IAM 認証用の認証トークンを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

RdsUtilitiesクラスを使用して認証トークンを生成します。

public class GenerateRDSAuthToken { 

    public static void main(String[] args) { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <dbInstanceIdentifier> <masterUsername>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    dbInstanceIdentifier - The database instance identifier. \n" + 
            "    masterUsername - The master user name. \n"; 

            if (args.length != 2) { 
                System.out.println(usage); 
                System.exit(1); 
            } 

            String dbInstanceIdentifier = args[0]; 
            String masterUsername = args[1]; 
            Region region = Region.US_WEST_2; 
            RdsClient rdsClient = RdsClient.builder() 
                .region(region) 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
                .build(); 

            String token = getAuthToken(rdsClient, dbInstanceIdentifier, 
 masterUsername); 
            System.out.println("The token response is "+token); 
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    } 

    public static String getAuthToken(RdsClient rdsClient, String dbInstanceIdentifier, 
 String masterUsername ) { 

        RdsUtilities utilities = rdsClient.utilities(); 
        try { 
            GenerateAuthenticationTokenRequest tokenRequest = 
 GenerateAuthenticationTokenRequest.builder() 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
                .username(masterUsername) 
                .port(3306) 
                .hostname(dbInstanceIdentifier) 
                .build(); 

                return utilities.generateAuthenticationToken(tokenRequest); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
   }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI リファレンスの「RDSAuthToken の生成」を参
照してください。

DB インスタンスを削除する

次のコード例は、Amazon RDS DB インスタンスを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteDatabaseInstance( RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceIdentifier) { 
        try { 
            DeleteDbInstanceRequest deleteDbInstanceRequest = 
 DeleteDbInstanceRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .deleteAutomatedBackups(true) 
                .skipFinalSnapshot(true) 
                .build(); 

            DeleteDbInstanceResponse response = 
 rdsClient.deleteDBInstance(deleteDbInstanceRequest); 
            System.out.print("The status of the database is " + 
 response.dbInstance().dbInstanceStatus()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            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「DeleteDBInstance」を参照し
てください。

パラメータグループを削除する

次のコード例は、Amazon RDS DB パラメータグループを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    // Delete the parameter group after database has been deleted. 
    // An exception is thrown if you attempt to delete the para group while database 
 exists. 
    public static void deleteParaGroup( RdsClient rdsClient, String dbGroupName, String 
 dbARN) throws InterruptedException { 
        try { 
            boolean isDataDel = false; 
            boolean didFind; 
            String instanceARN ; 

            // Make sure that the database has been deleted. 
            while (!isDataDel) { 
                DescribeDbInstancesResponse response = rdsClient.describeDBInstances(); 
                List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances(); 
                int listSize = instanceList.size(); 
                isDataDel = false ; 
                didFind = false; 
                int index = 1; 
                for (DBInstance instance: instanceList) { 
                    instanceARN = instance.dbInstanceArn(); 
                    if (instanceARN.compareTo(dbARN) == 0) { 
                        System.out.println(dbARN + " still exists"); 
                        didFind = true ; 
                    } 
                    if ((index == listSize) && (!didFind)) { 
                        // Went through the entire list and did not find the database 
 ARN. 
                        isDataDel = true; 
                    } 
                    Thread.sleep(sleepTime * 1000); 
                    index ++; 
                } 
            } 

            // Delete the para group. 
            DeleteDbParameterGroupRequest parameterGroupRequest = 
 DeleteDbParameterGroupRequest.builder() 
                .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                .build(); 

            rdsClient.deleteDBParameterGroup(parameterGroupRequest); 
            System.out.println(dbGroupName +" was deleted."); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIParameterGroup リファレンスの DeletedB を参
照してください。

DB インスタンスを記述する

次のコード例は、Amazon RDS DB インスタンスを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeInstances(RdsClient rdsClient) { 

        try { 
            DescribeDbInstancesResponse response = rdsClient.describeDBInstances(); 
            List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances(); 
            for (DBInstance instance: instanceList) { 
                System.out.println("Instance ARN is: "+instance.dbInstanceArn()); 
                System.out.println("The Engine is " +instance.engine()); 
                System.out.println("Connection endpoint is" 
 +instance.endpoint().address()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            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「DescribeDBInstances」を参
照してください。

DB パラメータグループを記述する

次のコード例は、Amazon RDS DB パラメータグループを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeDbParameterGroups(RdsClient rdsClient, String 
 dbGroupName) { 
        try { 
            DescribeDbParameterGroupsRequest groupsRequest = 
 DescribeDbParameterGroupsRequest.builder() 
                .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                .maxRecords(20) 
                .build(); 
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            DescribeDbParameterGroupsResponse response = 
 rdsClient.describeDBParameterGroups(groupsRequest); 
            List<DBParameterGroup> groups = response.dbParameterGroups(); 
            for (DBParameterGroup group: groups) { 
                System.out.println("The group name is "+group.dbParameterGroupName()); 
                System.out.println("The group description is "+group.description()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIParameterGroups リファレンス
の「DescribedDB」を参照してください。

データベースエンジンのバージョンを記述する

次のコード例は、Amazon RDS データベースエンジンのバージョンを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeDBEngines( RdsClient rdsClient) { 
        try { 
            DescribeDbEngineVersionsRequest engineVersionsRequest = 
 DescribeDbEngineVersionsRequest.builder() 
                .defaultOnly(true) 
                .engine("mysql") 
                .maxRecords(20) 
                .build(); 

            DescribeDbEngineVersionsResponse response = 
 rdsClient.describeDBEngineVersions(engineVersionsRequest); 
            List<DBEngineVersion> engines = response.dbEngineVersions(); 

            // Get all DBEngineVersion objects. 
            for (DBEngineVersion engineOb: engines) { 
                System.out.println("The name of the DB parameter group family for the 
 database engine is "+engineOb.dbParameterGroupFamily()); 
                System.out.println("The name of the database engine 
 "+engineOb.engine()); 
                System.out.println("The version number of the database engine 
 "+engineOb.engineVersion()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIEngineVersions リファレンス
の「DescribedDB」を参照してください。

599

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rds-2014-10-31/DescribeDBParameterGroups
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/rds#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rds-2014-10-31/DescribeDBEngineVersions


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

DB インスタンスのオプションを記述する

次のコード例は、Amazon RDS DB インスタンスのオプションを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    // Get a list of allowed engine versions. 
    public static void getAllowedEngines(RdsClient rdsClient, String 
 dbParameterGroupFamily) { 
        try { 
            DescribeDbEngineVersionsRequest versionsRequest = 
 DescribeDbEngineVersionsRequest.builder() 
                .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily) 
                .engine("mysql") 
                .build(); 

           DescribeDbEngineVersionsResponse response = 
 rdsClient.describeDBEngineVersions(versionsRequest); 
           List<DBEngineVersion> dbEngines = response.dbEngineVersions(); 
           for (DBEngineVersion dbEngine: dbEngines) { 
               System.out.println("The engine version is " +dbEngine.engineVersion()); 
               System.out.println("The engine description is " 
 +dbEngine.dbEngineDescription()); 
           } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIInstanceOptions リファレンスの
DescribeOrderable DB を参照してください。

DB パラメータグループのパラメータを記述するには

次のコード例は、Amazon RDS DB パラメータグループ内のパラメータを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

   // Retrieve parameters in the group. 
   public static void describeDbParameters(RdsClient rdsClient, String dbGroupName, int 
 flag) { 
       try { 
           DescribeDbParametersRequest dbParameterGroupsRequest; 
           if (flag == 0) { 
               dbParameterGroupsRequest = DescribeDbParametersRequest.builder() 
                   .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                   .build(); 
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           } else { 
               dbParameterGroupsRequest = DescribeDbParametersRequest.builder() 
                   .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                   .source("user") 
                   .build(); 
           } 

           DescribeDbParametersResponse response = 
 rdsClient.describeDBParameters(dbParameterGroupsRequest); 
           List<Parameter> dbParameters = response.parameters(); 
           String paraName; 
           for (Parameter para: dbParameters) { 
               // Only print out information about either auto_increment_offset or 
 auto_increment_increment. 
               paraName = para.parameterName(); 
               if ( (paraName.compareTo("auto_increment_offset") ==0) || 
 (paraName.compareTo("auto_increment_increment ") ==0)) { 
                   System.out.println("*** The parameter name is  " + paraName); 
                   System.out.println("*** The parameter value is  " + 
 para.parameterValue()); 
                   System.out.println("*** The parameter data type is " + 
 para.dataType()); 
                   System.out.println("*** The parameter description is " + 
 para.description()); 
                   System.out.println("*** The parameter allowed values  is " + 
 para.allowedValues()); 
               } 
           } 

       } catch (RdsException e) { 
           System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
           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「DescribeDBParameters」を参
照してください。

DB インスタンスの変更

次のコード例は、Amazon RDS DB インスタンスを変更する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void updateIntance(RdsClient rdsClient, String dbInstanceIdentifier, 
 String masterUserPassword) { 

        try { 
            // For a demo - modify the DB instance by modifying the master password. 
            ModifyDbInstanceRequest modifyDbInstanceRequest = 
 ModifyDbInstanceRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .publiclyAccessible(true) 
                .masterUserPassword(masterUserPassword) 
                .build(); 
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            ModifyDbInstanceResponse instanceResponse = 
 rdsClient.modifyDBInstance(modifyDbInstanceRequest); 
            System.out.print("The ARN of the modified database is: " 
 +instanceResponse.dbInstance().dbInstanceArn()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI リファレンスの「ModifyDBInstance」を参照し
てください。

DB インスタンスを再起動する

以下のコードサンプルでは、Amazon RDS DB インスタンスを再起動する方法を示します。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void rebootInstance(RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceIdentifier ) { 

        try { 
            RebootDbInstanceRequest rebootDbInstanceRequest = 
 RebootDbInstanceRequest.builder() 
               .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
               .build(); 

            RebootDbInstanceResponse instanceResponse = 
 rdsClient.rebootDBInstance(rebootDbInstanceRequest); 
            System.out.print("The database "+ 
 instanceResponse.dbInstance().dbInstanceArn() +" was rebooted"); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            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「RebootDBInstance」を参照し
てください。

属性の取得

次のコード例は、Amazon RDS アカウントに属する属性を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void getAccountAttributes(RdsClient rdsClient) { 

        try { 
            DescribeAccountAttributesResponse response = 
 rdsClient.describeAccountAttributes(); 
            List<AccountQuota> quotasList = response.accountQuotas(); 
            for (AccountQuota quotas: quotasList) { 
                System.out.println("Name is: "+quotas.accountQuotaName()); 
                System.out.println("Max value is " +quotas.max()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeAccountAttributesリファレンスのを参照
してください。

DB パラメータグループのパラメータを更新する

次のコード例は、Amazon RDS DB パラメータグループ内のパラメータを更新する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    // Modify auto_increment_offset and auto_increment_increment parameters. 
    public static void modifyDBParas(RdsClient rdsClient, String dbGroupName) { 
        try { 
            Parameter parameter1 = Parameter.builder() 
                .parameterName("auto_increment_offset") 
                .applyMethod("immediate") 
                .parameterValue("5") 
                .build(); 

            List<Parameter> paraList = new ArrayList<>(); 
            paraList.add(parameter1); 
            ModifyDbParameterGroupRequest groupRequest = 
 ModifyDbParameterGroupRequest.builder() 
                .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                .parameters(paraList) 
                .build(); 

            ModifyDbParameterGroupResponse response = 
 rdsClient.modifyDBParameterGroup(groupRequest); 
            System.out.println("The parameter group "+ response.dbParameterGroupName() 
 +" was successfully modified"); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPIParameterGroup リファレンスの「ModifyDB」を
参照してください。

シナリオ

DB インスタンスの使用を開始する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• カスタム DB パラメータグループを作成し、パラメータ値を設定します。
• パラメータグループを使用するように設定した DB インスタンスを作成します。DB インスタンスには

データベースも含まれています。
• インスタンスのスナップショットを取得します。
• インスタンスとパラメータグループを削除します。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

複数のオペレーションを実行します。

/** 
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * This Java example performs the following tasks: 
 * 
 * 1. Returns a list of the available DB engines. 
 * 2. Selects an engine family and create a custom DB parameter group. 
 * 3. Gets the parameter groups. 
 * 4. Gets parameters in the group. 
 * 5. Modifies the auto_increment_offset parameter. 
 * 6. Gets and displays the updated parameters. 
 * 7. Gets a list of allowed engine versions. 
 * 8. Gets a list of micro instance classes available for the selected engine. 
 * 9. Creates an RDS database instance that contains a MySql database and uses the 
 parameter group. 
 * 10. Waits for the DB instance to be ready and prints out the connection endpoint 
 value. 
 * 11. Creates a snapshot of the DB instance. 
 * 12. Waits for an RDS DB snapshot to be ready. 
 * 13. Deletes the  RDS DB instance. 
 * 14. Deletes the parameter group. 
 */
public class RDSScenario { 

    public static long sleepTime = 20; 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
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            "    <dbGroupName> <dbParameterGroupFamily> <dbInstanceIdentifier> <dbName> 
 <masterUsername> <masterUserPassword> <dbSnapshotIdentifier>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    dbGroupName - The database group name. \n"+ 
            "    dbParameterGroupFamily - The database parameter group name (for 
 example, mysql8.0).\n"+ 
            "    dbInstanceIdentifier - The database instance identifier \n"+ 
            "    dbName - The database name. \n"+ 
            "    masterUsername - The master user name. \n"+ 
            "    masterUserPassword - The password that corresponds to the master user 
 name. \n"+ 
            "    dbSnapshotIdentifier - The snapshot identifier. \n" ; 

        if (args.length != 7) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String dbGroupName = args[0]; 
        String dbParameterGroupFamily = args[1]; 
        String dbInstanceIdentifier = args[2]; 
        String dbName = args[3]; 
        String masterUsername = args[4]; 
        String masterUserPassword = args[5]; 
        String dbSnapshotIdentifier = args[6]; 

        Region region = Region.US_WEST_2; 
        RdsClient rdsClient = RdsClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 
        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon RDS example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Return a list of the available DB engines"); 
        describeDBEngines(rdsClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Create a custom parameter group"); 
        createDBParameterGroup(rdsClient, dbGroupName, dbParameterGroupFamily); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Get the parameter group"); 
        describeDbParameterGroups(rdsClient, dbGroupName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Get the parameters in the group"); 
        describeDbParameters(rdsClient, dbGroupName, 0); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Modify the auto_increment_offset parameter"); 
        modifyDBParas(rdsClient, dbGroupName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Display the updated value"); 
        describeDbParameters(rdsClient, dbGroupName, -1); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
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        System.out.println("7. Get a list of allowed engine versions"); 
        getAllowedEngines(rdsClient, dbParameterGroupFamily); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Get a list of micro instance classes available for the 
 selected engine") ; 
        getMicroInstances(rdsClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. Create an RDS database instance that contains a MySql 
 database and uses the parameter group"); 
        String dbARN = createDatabaseInstance(rdsClient, dbGroupName, 
 dbInstanceIdentifier, dbName, masterUsername, masterUserPassword); 
        System.out.println("The ARN of the new database is "+dbARN); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. Wait for DB instance to be ready" ); 
        waitForInstanceReady(rdsClient, dbInstanceIdentifier); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("11. Create a snapshot of the DB instance"); 
        createSnapshot(rdsClient, dbInstanceIdentifier, dbSnapshotIdentifier); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("12. Wait for DB snapshot to be ready" ); 
        waitForSnapshotReady(rdsClient, dbInstanceIdentifier, dbSnapshotIdentifier); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("13. Delete the DB instance" ); 
        deleteDatabaseInstance(rdsClient, dbInstanceIdentifier); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("14. Delete the parameter group"); 
        deleteParaGroup(rdsClient, dbGroupName, dbARN); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("The Scenario has successfully completed." ); 
        System.out.println(DASHES); 

        rdsClient.close(); 
    } 

    // Delete the parameter group after database has been deleted. 
    // An exception is thrown if you attempt to delete the para group while database 
 exists. 
    public static void deleteParaGroup( RdsClient rdsClient, String dbGroupName, String 
 dbARN) throws InterruptedException { 
        try { 
            boolean isDataDel = false; 
            boolean didFind; 
            String instanceARN ; 

            // Make sure that the database has been deleted. 
            while (!isDataDel) { 
                DescribeDbInstancesResponse response = rdsClient.describeDBInstances(); 
                List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances(); 
                int listSize = instanceList.size(); 
                isDataDel = false ; 
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                didFind = false; 
                int index = 1; 
                for (DBInstance instance: instanceList) { 
                    instanceARN = instance.dbInstanceArn(); 
                    if (instanceARN.compareTo(dbARN) == 0) { 
                        System.out.println(dbARN + " still exists"); 
                        didFind = true ; 
                    } 
                    if ((index == listSize) && (!didFind)) { 
                        // Went through the entire list and did not find the database 
 ARN. 
                        isDataDel = true; 
                    } 
                    Thread.sleep(sleepTime * 1000); 
                    index ++; 
                } 
            } 

            // Delete the para group. 
            DeleteDbParameterGroupRequest parameterGroupRequest = 
 DeleteDbParameterGroupRequest.builder() 
                .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                .build(); 

            rdsClient.deleteDBParameterGroup(parameterGroupRequest); 
            System.out.println(dbGroupName +" was deleted."); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Delete the DB instance. 
    public static void deleteDatabaseInstance( RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceIdentifier) { 
        try { 
            DeleteDbInstanceRequest deleteDbInstanceRequest = 
 DeleteDbInstanceRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .deleteAutomatedBackups(true) 
                .skipFinalSnapshot(true) 
                .build(); 

            DeleteDbInstanceResponse response = 
 rdsClient.deleteDBInstance(deleteDbInstanceRequest); 
            System.out.print("The status of the database is " + 
 response.dbInstance().dbInstanceStatus()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Waits until the snapshot instance is available. 
    public static void waitForSnapshotReady(RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceIdentifier, String dbSnapshotIdentifier) { 
        try { 
            boolean snapshotReady = false; 
            String snapshotReadyStr; 
            System.out.println("Waiting for the snapshot to become available."); 

            DescribeDbSnapshotsRequest snapshotsRequest = 
 DescribeDbSnapshotsRequest.builder() 
                .dbSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier) 
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                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .build(); 

            while (!snapshotReady) { 
                DescribeDbSnapshotsResponse response = 
 rdsClient.describeDBSnapshots(snapshotsRequest); 
                List<DBSnapshot> snapshotList = response.dbSnapshots(); 
                for (DBSnapshot snapshot : snapshotList) { 
                    snapshotReadyStr = snapshot.status(); 
                    if (snapshotReadyStr.contains("available")) { 
                        snapshotReady = true; 
                    } else { 
                        System.out.print("."); 
                        Thread.sleep(sleepTime * 1000); 
                    } 
                } 
            } 

            System.out.println("The Snapshot is available!"); 
        } catch (RdsException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Create an Amazon RDS snapshot. 
    public static void createSnapshot(RdsClient rdsClient, String dbInstanceIdentifier, 
 String dbSnapshotIdentifier) { 
        try { 
            CreateDbSnapshotRequest snapshotRequest = CreateDbSnapshotRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .dbSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier) 
                .build(); 

            CreateDbSnapshotResponse response = 
 rdsClient.createDBSnapshot(snapshotRequest); 
            System.out.println("The Snapshot id is " + 
 response.dbSnapshot().dbiResourceId()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Waits until the database instance is available. 
    public static void waitForInstanceReady(RdsClient rdsClient, String 
 dbInstanceIdentifier) { 
        boolean instanceReady = false; 
        String instanceReadyStr; 
        System.out.println("Waiting for instance to become available."); 

        try { 
            DescribeDbInstancesRequest instanceRequest = 
 DescribeDbInstancesRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .build(); 

            String endpoint=""; 
            while (!instanceReady) { 
                DescribeDbInstancesResponse response = 
 rdsClient.describeDBInstances(instanceRequest); 
                List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances(); 
                for (DBInstance instance : instanceList) { 
                    instanceReadyStr = instance.dbInstanceStatus(); 
                    if (instanceReadyStr.contains("available")) { 
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                        endpoint = instance.endpoint().address(); 
                        instanceReady = true; 
                    } else { 
                        System.out.print("."); 
                        Thread.sleep(sleepTime * 1000); 
                    } 
                } 
            } 
            System.out.println("Database instance is available! The connection endpoint 
 is "+ endpoint); 

        } catch (RdsException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Create a database instance and return the ARN of the database. 
    public static String createDatabaseInstance(RdsClient rdsClient, 
                                              String dbGroupName, 
                                              String dbInstanceIdentifier, 
                                              String dbName, 
                                              String masterUsername, 
                                              String masterUserPassword) { 

        try { 
            CreateDbInstanceRequest instanceRequest = CreateDbInstanceRequest.builder() 
                .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier) 
                .allocatedStorage(100) 
                .dbName(dbName) 
                .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                .engine("mysql") 
                .dbInstanceClass("db.m4.large") 
                .engineVersion("8.0") 
                .storageType("standard") 
                .masterUsername(masterUsername) 
                .masterUserPassword(masterUserPassword) 
                .build(); 

            CreateDbInstanceResponse response = 
 rdsClient.createDBInstance(instanceRequest); 
            System.out.print("The status is " + 
 response.dbInstance().dbInstanceStatus()); 
            return response.dbInstance().dbInstanceArn(); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        return ""; 
    } 

    // Get a list of micro instances. 
    public static void getMicroInstances(RdsClient rdsClient) { 
        try { 
            DescribeOrderableDbInstanceOptionsRequest dbInstanceOptionsRequest = 
 DescribeOrderableDbInstanceOptionsRequest.builder() 
                .engine("mysql") 
                .build(); 

            DescribeOrderableDbInstanceOptionsResponse response = 
 rdsClient.describeOrderableDBInstanceOptions(dbInstanceOptionsRequest); 
            List<OrderableDBInstanceOption> orderableDBInstances = 
 response.orderableDBInstanceOptions(); 
            for (OrderableDBInstanceOption dbInstanceOption: orderableDBInstances) { 
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                System.out.println("The engine version is " 
 +dbInstanceOption.engineVersion()); 
                System.out.println("The engine description is " 
 +dbInstanceOption.engine()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Get a list of allowed engine versions. 
    public static void getAllowedEngines(RdsClient rdsClient, String 
 dbParameterGroupFamily) { 
        try { 
            DescribeDbEngineVersionsRequest versionsRequest = 
 DescribeDbEngineVersionsRequest.builder() 
                .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily) 
                .engine("mysql") 
                .build(); 

           DescribeDbEngineVersionsResponse response = 
 rdsClient.describeDBEngineVersions(versionsRequest); 
           List<DBEngineVersion> dbEngines = response.dbEngineVersions(); 
           for (DBEngineVersion dbEngine: dbEngines) { 
               System.out.println("The engine version is " +dbEngine.engineVersion()); 
               System.out.println("The engine description is " 
 +dbEngine.dbEngineDescription()); 
           } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Modify auto_increment_offset and auto_increment_increment parameters. 
    public static void modifyDBParas(RdsClient rdsClient, String dbGroupName) { 
        try { 
            Parameter parameter1 = Parameter.builder() 
                .parameterName("auto_increment_offset") 
                .applyMethod("immediate") 
                .parameterValue("5") 
                .build(); 

            List<Parameter> paraList = new ArrayList<>(); 
            paraList.add(parameter1); 
            ModifyDbParameterGroupRequest groupRequest = 
 ModifyDbParameterGroupRequest.builder() 
                .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                .parameters(paraList) 
                .build(); 

            ModifyDbParameterGroupResponse response = 
 rdsClient.modifyDBParameterGroup(groupRequest); 
            System.out.println("The parameter group "+ response.dbParameterGroupName() 
 +" was successfully modified"); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

   // Retrieve parameters in the group. 
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   public static void describeDbParameters(RdsClient rdsClient, String dbGroupName, int 
 flag) { 
       try { 
           DescribeDbParametersRequest dbParameterGroupsRequest; 
           if (flag == 0) { 
               dbParameterGroupsRequest = DescribeDbParametersRequest.builder() 
                   .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                   .build(); 
           } else { 
               dbParameterGroupsRequest = DescribeDbParametersRequest.builder() 
                   .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                   .source("user") 
                   .build(); 
           } 

           DescribeDbParametersResponse response = 
 rdsClient.describeDBParameters(dbParameterGroupsRequest); 
           List<Parameter> dbParameters = response.parameters(); 
           String paraName; 
           for (Parameter para: dbParameters) { 
               // Only print out information about either auto_increment_offset or 
 auto_increment_increment. 
               paraName = para.parameterName(); 
               if ( (paraName.compareTo("auto_increment_offset") ==0) || 
 (paraName.compareTo("auto_increment_increment ") ==0)) { 
                   System.out.println("*** The parameter name is  " + paraName); 
                   System.out.println("*** The parameter value is  " + 
 para.parameterValue()); 
                   System.out.println("*** The parameter data type is " + 
 para.dataType()); 
                   System.out.println("*** The parameter description is " + 
 para.description()); 
                   System.out.println("*** The parameter allowed values  is " + 
 para.allowedValues()); 
               } 
           } 

       } catch (RdsException e) { 
           System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
           System.exit(1); 
       } 
   } 

    public static void describeDbParameterGroups(RdsClient rdsClient, String 
 dbGroupName) { 
        try { 
            DescribeDbParameterGroupsRequest groupsRequest = 
 DescribeDbParameterGroupsRequest.builder() 
                .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                .maxRecords(20) 
                .build(); 

            DescribeDbParameterGroupsResponse response = 
 rdsClient.describeDBParameterGroups(groupsRequest); 
            List<DBParameterGroup> groups = response.dbParameterGroups(); 
            for (DBParameterGroup group: groups) { 
                System.out.println("The group name is "+group.dbParameterGroupName()); 
                System.out.println("The group description is "+group.description()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 
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    public static void createDBParameterGroup(RdsClient rdsClient, String dbGroupName, 
 String dbParameterGroupFamily) { 
        try { 
            CreateDbParameterGroupRequest groupRequest = 
 CreateDbParameterGroupRequest.builder() 
                .dbParameterGroupName(dbGroupName) 
                .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily) 
                .description("Created by using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateDbParameterGroupResponse response = 
 rdsClient.createDBParameterGroup(groupRequest); 
            System.out.println("The group name is "+ 
 response.dbParameterGroup().dbParameterGroupName()); 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeDBEngines( RdsClient rdsClient) { 
        try { 
            DescribeDbEngineVersionsRequest engineVersionsRequest = 
 DescribeDbEngineVersionsRequest.builder() 
                .defaultOnly(true) 
                .engine("mysql") 
                .maxRecords(20) 
                .build(); 

            DescribeDbEngineVersionsResponse response = 
 rdsClient.describeDBEngineVersions(engineVersionsRequest); 
            List<DBEngineVersion> engines = response.dbEngineVersions(); 

            // Get all DBEngineVersion objects. 
            for (DBEngineVersion engineOb: engines) { 
                System.out.println("The name of the DB parameter group family for the 
 database engine is "+engineOb.dbParameterGroupFamily()); 
                System.out.println("The name of the database engine 
 "+engineOb.engine()); 
                System.out.println("The version number of the database engine 
 "+engineOb.engineVersion()); 
            } 

        } catch (RdsException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            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。
• CreateDBInstance
• DB を作成ParameterGroup
• CreateDBSnapshot
• DeleteDBInstance
• 削除済み BParameterGroup
• 説明BEngineVersions
• DescribeDBInstances
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• 説明BParameterGroups
• DescribeDBParameters
• DescribeDBSnapshots
• DescribeOrderableDBInstanceOptions
• DB を変更ParameterGroup

Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Redshift の例
次のコード例は、Amazon Redshift を使用して Amazon Redshift を使用して Amazon Redshift を使用して
一般的なシナリオを実装する方法を示しています。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション
クラスターを作成する

次のコード例は、Amazon Redshift クラスターを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

クラスターを作成します。

    public static void createCluster(RedshiftClient redshiftClient, String clusterId, 
 String masterUsername, String masterUserPassword ) { 

        try { 
            CreateClusterRequest clusterRequest = CreateClusterRequest.builder() 
                .clusterIdentifier(clusterId) 
                .masterUsername(masterUsername) // set the user name here 
                .masterUserPassword(masterUserPassword) // set the user password here 
                .nodeType("ds2.xlarge") 
                .publiclyAccessible(true) 
                .numberOfNodes(2) 
                .build(); 

        CreateClusterResponse clusterResponse = 
 redshiftClient.createCluster(clusterRequest); 
        System.out.println("Created cluster " + 
 clusterResponse.cluster().clusterIdentifier()); 

       } catch (RedshiftException 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.xAPI CreateClusterリファレンスのを参照してくださ
い。

クラスターを削除

次のコード例は、Amazon Redshift クラスターを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

クラスターを削除します。

    public static void deleteRedshiftCluster(RedshiftClient redshiftClient, String 
 clusterId) { 

        try { 
            DeleteClusterRequest deleteClusterRequest = DeleteClusterRequest.builder() 
                .clusterIdentifier(clusterId) 
                .skipFinalClusterSnapshot(true) 
                .build(); 

            DeleteClusterResponse response = 
 redshiftClient.deleteCluster(deleteClusterRequest); 
            System.out.println("The status is "+response.cluster().clusterStatus()); 

        } catch (RedshiftException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteClusterリファレンスのを参照してくださ
い。

クラスターについて説明してください

次のコード例は、Amazon Redshift クラスターの記述方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

クラスターを説明してください。

    public static void describeRedshiftClusters(RedshiftClient redshiftClient) { 

       try { 
            DescribeClustersResponse clusterResponse = 
 redshiftClient.describeClusters(); 

614

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/redshift-2012-12-01/CreateCluster
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/redshift#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/redshift-2012-12-01/DeleteCluster
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/redshift#readme


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

            List<Cluster> clusterList = clusterResponse.clusters(); 
            for (Cluster cluster: clusterList) { 
                System.out.println("Cluster database name is: "+cluster.dbName()); 
                System.out.println("Cluster status is: "+cluster.clusterStatus()); 
            } 

       } catch (RedshiftException e) { 
           System.err.println(e.getMessage()); 
           System.exit(1); 
       } 
   }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeClustersリファレンスのを参照してくだ
さい。

クラスターの変更

次のコード例は、Amazon Redshift クラスターを変更する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

クラスターを変更します。

     public static void modifyCluster(RedshiftClient redshiftClient, String clusterId) 
 { 

        try { 
            ModifyClusterRequest modifyClusterRequest = ModifyClusterRequest.builder() 
                .clusterIdentifier(clusterId) 
                 .preferredMaintenanceWindow("wed:07:30-wed:08:00") 
                .build(); 

            ModifyClusterResponse clusterResponse = 
 redshiftClient.modifyCluster(modifyClusterRequest); 
            System.out.println("The modified cluster was successfully modified and 
 has "+ clusterResponse.cluster().preferredMaintenanceWindow() +" as the maintenance 
 window"); 

        } catch (RedshiftException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ModifyClusterリファレンスのを参照してくださ
い。

Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon Rekognition の例
次のコード例は、を使用して Amazon Rekognition を使用して Amazon Rekognition を使用して Amazon 
Rekognition を使用して、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。
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「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

イメージ内の顔とリファレンスイメージを比較します

次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内の顔とリファレンスイメージを比較する方法を示して
います。

詳細については、「イメージ内の顔を比較する」を参照してください。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void compareTwoFaces(RekognitionClient rekClient, Float 
 similarityThreshold, String sourceImage, String targetImage) { 
        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            InputStream tarStream = new FileInputStream(targetImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
            SdkBytes targetBytes = SdkBytes.fromInputStream(tarStream); 

            // Create an Image object for the source image. 
            Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

            Image tarImage = Image.builder() 
                .bytes(targetBytes) 
                .build(); 

            CompareFacesRequest facesRequest = CompareFacesRequest.builder() 
                .sourceImage(souImage) 
                .targetImage(tarImage) 
                .similarityThreshold(similarityThreshold) 
                .build(); 

            // Compare the two images. 
            CompareFacesResponse compareFacesResult = 
 rekClient.compareFaces(facesRequest); 
            List<CompareFacesMatch> faceDetails = compareFacesResult.faceMatches(); 
            for (CompareFacesMatch match: faceDetails){ 
                ComparedFace face= match.face(); 
                BoundingBox position = face.boundingBox(); 
                System.out.println("Face at " + position.left().toString() 
                        + " " + position.top() 
                        + " matches with " + face.confidence().toString() 
                        + "% confidence."); 
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            } 
            List<ComparedFace> uncompared = compareFacesResult.unmatchedFaces(); 
            System.out.println("There was " + uncompared.size() + " face(s) that did 
 not match"); 
            System.out.println("Source image rotation: " + 
 compareFacesResult.sourceImageOrientationCorrection()); 
            System.out.println("target image rotation: " + 
 compareFacesResult.targetImageOrientationCorrection()); 

        } catch(RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println("Failed to load source image " + sourceImage); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CompareFacesリファレンスのを参照してくだ
さい。

コレクションを作成する

次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションを作成する方法を示しています。

詳細については、「コレクションを作成する」を参照してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createMyCollection(RekognitionClient rekClient,String 
 collectionId ) { 

        try { 
            CreateCollectionRequest collectionRequest = 
 CreateCollectionRequest.builder() 
                .collectionId(collectionId) 
                .build(); 

            CreateCollectionResponse collectionResponse = 
 rekClient.createCollection(collectionRequest); 
            System.out.println("CollectionArn: " + collectionResponse.collectionArn()); 
            System.out.println("Status code: " + 
 collectionResponse.statusCode().toString()); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateCollectionリファレンスのを参照してくだ
さい。

コレクションを削除する

次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションを削除する方法を示しています。
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詳細については、「コレクションを削除する」を参照してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteMyCollection(RekognitionClient rekClient,String 
 collectionId ) { 

        try { 
            DeleteCollectionRequest deleteCollectionRequest = 
 DeleteCollectionRequest.builder() 
                .collectionId(collectionId) 
                .build(); 

            DeleteCollectionResponse deleteCollectionResponse = 
 rekClient.deleteCollection(deleteCollectionRequest); 
            System.out.println(collectionId + ": " + 
 deleteCollectionResponse.statusCode().toString()); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteCollectionリファレンスのを参照してくだ
さい。

コレクションから顔を削除する

次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションから顔を削除する方法を示しています。

詳細については、「コレクションから顔を削除する」を参照してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteFacesCollection(RekognitionClient rekClient, 
                                             String collectionId, 
                                             String faceId) { 

        try { 
            DeleteFacesRequest deleteFacesRequest = DeleteFacesRequest.builder() 
                .collectionId(collectionId) 
                .faceIds(faceId) 
                .build(); 

            rekClient.deleteFaces(deleteFacesRequest); 
            System.out.println("The face was deleted from the collection."); 

        } catch(RekognitionException e) { 
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            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteFacesリファレンスのを参照してくださ
い。

コレクションを説明する

次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションの説明方法を示しています。

詳細については、「コレクションを定義する」を参照してください。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeColl(RekognitionClient rekClient, String collectionName) 
 { 

        try { 
            DescribeCollectionRequest describeCollectionRequest = 
 DescribeCollectionRequest.builder() 
                .collectionId(collectionName) 
                .build(); 

            DescribeCollectionResponse describeCollectionResponse = 
 rekClient.describeCollection(describeCollectionRequest); 
            System.out.println("Collection Arn : " + 
 describeCollectionResponse.collectionARN()); 
            System.out.println("Created : " + 
 describeCollectionResponse.creationTimestamp().toString()); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeCollectionリファレンスのを参照してく
ださい。

イメージ内の顔を検出します

次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内の顔を検出する方法を示しています。

詳細については、「イメージ内の顔を検出する」を参照してください。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void detectFacesinImage(RekognitionClient rekClient,String 
 sourceImage ) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            // Create an Image object for the source image. 
            Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

            DetectFacesRequest facesRequest = DetectFacesRequest.builder() 
                .attributes(Attribute.ALL) 
                .image(souImage) 
                .build(); 

            DetectFacesResponse facesResponse = rekClient.detectFaces(facesRequest); 
            List<FaceDetail> faceDetails = facesResponse.faceDetails(); 
            for (FaceDetail face : faceDetails) { 
                AgeRange ageRange = face.ageRange(); 
                System.out.println("The detected face is estimated to be between " 
                            + ageRange.low().toString() + " and " + 
 ageRange.high().toString() 
                            + " years old."); 

                System.out.println("There is a smile : 
 "+face.smile().value().toString()); 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DetectFacesリファレンスのを参照してくださ
い。

イメージ内のラベルを検出する

次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内のラベルを検出する方法を示しています。

詳細については、「イメージ内のラベルを検出する」を参照してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void detectImageLabels(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
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            // Create an Image object for the source image. 
            Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

            DetectLabelsRequest detectLabelsRequest = DetectLabelsRequest.builder() 
                .image(souImage) 
                .maxLabels(10) 
                .build(); 

            DetectLabelsResponse labelsResponse = 
 rekClient.detectLabels(detectLabelsRequest); 
            List<Label> labels = labelsResponse.labels(); 
            System.out.println("Detected labels for the given photo"); 
            for (Label label: labels) { 
                System.out.println(label.name() + ": " + 
 label.confidence().toString()); 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DetectLabelsリファレンスのを参照してくださ
い。

イメージでモデレーションラベルを検出する

次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内のモデレーションラベルを検出する方法を示していま
す。モデレーションラベルは、一部のオーディエンスにとって不適切なコンテンツを識別します。

詳細については、「不適切なイメージを検出する」を参照してください。。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void detectModLabels(RekognitionClient rekClient, String sourceImage) 
 { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
            Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

            DetectModerationLabelsRequest moderationLabelsRequest = 
 DetectModerationLabelsRequest.builder() 
                .image(souImage) 
                .minConfidence(60F) 
                .build(); 

            DetectModerationLabelsResponse moderationLabelsResponse = 
 rekClient.detectModerationLabels(moderationLabelsRequest); 
            List<ModerationLabel> labels = moderationLabelsResponse.moderationLabels(); 
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            System.out.println("Detected labels for image"); 

            for (ModerationLabel label : labels) { 
                System.out.println("Label: " + label.name() 
                    + "\n Confidence: " + label.confidence().toString() + "%" 
                    + "\n Parent:" + label.parentName()); 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DetectModerationLabelsリファレンスのを参照
してください。

イメージ内のテキストを検出する

次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内のテキストを検出する方法を示しています。

詳細については、「イメージ内のテキストを検出する」を参照してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void detectTextLabels(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
            Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

            DetectTextRequest textRequest = DetectTextRequest.builder() 
                .image(souImage) 
                .build(); 

            DetectTextResponse textResponse = rekClient.detectText(textRequest); 
            List<TextDetection> textCollection = textResponse.textDetections(); 
            System.out.println("Detected lines and words"); 
            for (TextDetection text: textCollection) { 
                System.out.println("Detected: " + text.detectedText()); 
                System.out.println("Confidence: " + text.confidence().toString()); 
                System.out.println("Id : " + text.id()); 
                System.out.println("Parent Id: " + text.parentId()); 
                System.out.println("Type: " + text.type()); 
                System.out.println(); 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DetectTextリファレンスのを参照してください。

コレクションに顔をインデックス付けする

次のコード例は、イメージで顔のインデックスを作成し Amazon Rekognition コレクションに追加する方
法を示しています。

詳細については、「コレクションに顔を追加する」を参照してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void addToCollection(RekognitionClient rekClient, String 
 collectionId, String sourceImage) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
            Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

            IndexFacesRequest facesRequest = IndexFacesRequest.builder() 
                .collectionId(collectionId) 
                .image(souImage) 
                .maxFaces(1) 
                .qualityFilter(QualityFilter.AUTO) 
                .detectionAttributes(Attribute.DEFAULT) 
                .build(); 

            IndexFacesResponse facesResponse = rekClient.indexFaces(facesRequest); 
            System.out.println("Results for the image"); 
            System.out.println("\n Faces indexed:"); 
            List<FaceRecord> faceRecords = facesResponse.faceRecords(); 
            for (FaceRecord faceRecord : faceRecords) { 
                System.out.println("  Face ID: " + faceRecord.face().faceId()); 
                System.out.println("  Location:" + 
 faceRecord.faceDetail().boundingBox().toString()); 
            } 

            List<UnindexedFace> unindexedFaces = facesResponse.unindexedFaces(); 
            System.out.println("Faces not indexed:"); 
            for (UnindexedFace unindexedFace : unindexedFaces) { 
                System.out.println("  Location:" + 
 unindexedFace.faceDetail().boundingBox().toString()); 
                System.out.println("  Reasons:"); 
                for (Reason reason : unindexedFace.reasons()) { 
                    System.out.println("Reason:  " + reason); 
                } 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI IndexFacesリファレンスのを参照してくださ
い。

コレクションの一覧表示

次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションを一覧表示する方法を示しています。

コレクションの詳細については、「コレクションを一覧表示する」を参照してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllCollections(RekognitionClient rekClient) { 
        try { 
            ListCollectionsRequest listCollectionsRequest = 
 ListCollectionsRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            ListCollectionsResponse response = 
 rekClient.listCollections(listCollectionsRequest); 
            List<String> collectionIds = response.collectionIds(); 
            for (String resultId : collectionIds) { 
                System.out.println(resultId); 
            } 

        } catch (RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListCollectionsリファレンスのを参照してくださ
い。

コレクション内の顔を一覧表示する

次のコード例は、Amazon Rekognition コレクション内の顔を一覧表示する方法を示しています。

詳細については、「コレクションに顔を保存する」を参照してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listFacesCollection(RekognitionClient rekClient, String 
 collectionId ) { 
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        try { 
            ListFacesRequest facesRequest = ListFacesRequest.builder() 
                .collectionId(collectionId) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            ListFacesResponse facesResponse = rekClient.listFaces(facesRequest); 
            List<Face> faces = facesResponse.faces(); 
            for (Face face: faces) { 
                System.out.println("Confidence level there is a face: 
 "+face.confidence()); 
                System.out.println("The face Id value is "+face.faceId()); 
            } 

        } catch (RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
         } 
      }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListFacesリファレンスのを参照してください。

イメージ内の有名人を認識する

次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内の有名人を認識する方法を示しています。

詳細については、「イメージ内で有名人を認識する」を参照してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void recognizeAllCelebrities(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
            Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

            RecognizeCelebritiesRequest request = RecognizeCelebritiesRequest.builder() 
                .image(souImage) 
                .build(); 

            RecognizeCelebritiesResponse result = 
 rekClient.recognizeCelebrities(request) ; 
            List<Celebrity> celebs=result.celebrityFaces(); 
            System.out.println(celebs.size() + " celebrity(s) were recognized.\n"); 
            for (Celebrity celebrity: celebs) { 
                System.out.println("Celebrity recognized: " + celebrity.name()); 
                System.out.println("Celebrity ID: " + celebrity.id()); 

                System.out.println("Further information (if available):"); 
                for (String url: celebrity.urls()){ 
                    System.out.println(url); 
                } 
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                System.out.println(); 
            } 
            System.out.println(result.unrecognizedFaces().size() + " face(s) were 
 unrecognized."); 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI RecognizeCelebritiesリファレンスのを参照して
ください。

コレクション内での顔の検索

次のコード例は、コレクションの別の顔と一致する Amazon Rekognition コレクション内の顔を検索する
方法を示しています。

詳細については、顔 (フェイス ID) を検索する を参照してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void searchFaceInCollection(RekognitionClient rekClient,String 
 collectionId, String sourceImage) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(new File(sourceImage)); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
            Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

            SearchFacesByImageRequest facesByImageRequest = 
 SearchFacesByImageRequest.builder() 
                .image(souImage) 
                .maxFaces(10) 
                .faceMatchThreshold(70F) 
                .collectionId(collectionId) 
                .build(); 

            SearchFacesByImageResponse imageResponse = 
 rekClient.searchFacesByImage(facesByImageRequest) ; 
            System.out.println("Faces matching in the collection"); 
            List<FaceMatch> faceImageMatches = imageResponse.faceMatches(); 
            for (FaceMatch face: faceImageMatches) { 
                System.out.println("The similarity level is  "+face.similarity()); 
                System.out.println(); 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SearchFacesリファレンスのを参照してくださ
い。

リファレンスイメージと比較したコレクション内の顔を検索する

次のコード例は、リファレンスイメージと比較した Amazon Rekognition コレクション内の顔を検索する
方法を示しています。

詳細については、「顔を検索する (イメージ)」を参照してください。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void searchFacebyId(RekognitionClient rekClient,String collectionId, 
 String faceId) { 

        try { 
            SearchFacesRequest searchFacesRequest = SearchFacesRequest.builder() 
                .collectionId(collectionId) 
                .faceId(faceId) 
                .faceMatchThreshold(70F) 
                .maxFaces(2) 
                .build(); 

            SearchFacesResponse imageResponse = 
 rekClient.searchFaces(searchFacesRequest) ; 
            System.out.println("Faces matching in the collection"); 
            List<FaceMatch> faceImageMatches = imageResponse.faceMatches(); 
            for (FaceMatch face: faceImageMatches) { 
                System.out.println("The similarity level is  "+face.similarity()); 
                System.out.println(); 
            } 

        } catch (RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SearchFacesByImageリファレンスのを参照して
ください。

シナリオ

ビデオ内の情報を検出する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• Amazon Rekognition ジョブを開始して、動画内の人物、オブジェクト、テキストなどの要素を検出しま
す。

• ジョブが終了するまでジョブのステータスを確認します。
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• 各ジョブで検出された要素のリストを出力します。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

Amazon S3 バケット内のビデオから有名人の結果を取得します。

    public static void StartCelebrityDetection(RekognitionClient rekClient, 
                                                NotificationChannel channel, 
                                                String bucket, 
                                                String video){ 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                .bucket(bucket) 
                .name(video) 
                .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                .s3Object(s3Obj) 
                .build(); 

            StartCelebrityRecognitionRequest recognitionRequest = 
 StartCelebrityRecognitionRequest.builder() 
                .jobTag("Celebrities") 
                .notificationChannel(channel) 
                .video(vidOb) 
                .build(); 

            StartCelebrityRecognitionResponse startCelebrityRecognitionResult = 
 rekClient.startCelebrityRecognition(recognitionRequest); 
            startJobId = startCelebrityRecognitionResult.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void GetCelebrityDetectionResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetCelebrityRecognitionResponse recognitionResponse = null; 
            boolean finished = false; 
            String status; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
                if (recognitionResponse !=null) 
                    paginationToken = recognitionResponse.nextToken(); 

                GetCelebrityRecognitionRequest recognitionRequest = 
 GetCelebrityRecognitionRequest.builder() 
                    .jobId(startJobId) 
                    .nextToken(paginationToken) 
                    .sortBy(CelebrityRecognitionSortBy.TIMESTAMP) 
                    .maxResults(10) 
                    .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
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                while (!finished) { 
                    recognitionResponse = 
 rekClient.getCelebrityRecognition(recognitionRequest); 
                    status = recognitionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null. 
                VideoMetadata videoMetaData=recognitionResponse.videoMetadata(); 
                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                List<CelebrityRecognition> celebs= recognitionResponse.celebrities(); 
                for (CelebrityRecognition celeb: celebs) { 
                    long seconds=celeb.timestamp()/1000; 
                    System.out.print("Sec: " + seconds + " "); 
                    CelebrityDetail details=celeb.celebrity(); 
                    System.out.println("Name: " + details.name()); 
                    System.out.println("Id: " + details.id()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (recognitionResponse.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

ラベル検出オペレーションによって、ビデオ内のラベルを検出します。

    public static void startLabels(RekognitionClient rekClient, 
                                   NotificationChannel channel, 
                                   String bucket, 
                                   String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                .bucket(bucket) 
                .name(video) 
                .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                .s3Object(s3Obj) 
                .build(); 

            StartLabelDetectionRequest labelDetectionRequest = 
 StartLabelDetectionRequest.builder() 
                .jobTag("DetectingLabels") 
                .notificationChannel(channel) 
                .video(vidOb) 
                .minConfidence(50F) 
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                .build(); 

            StartLabelDetectionResponse labelDetectionResponse = 
 rekClient.startLabelDetection(labelDetectionRequest); 
            startJobId = labelDetectionResponse.jobId(); 

            boolean ans = true; 
            String status = ""; 
            int yy = 0; 
            while (ans) { 

                GetLabelDetectionRequest detectionRequest = 
 GetLabelDetectionRequest.builder() 
                    .jobId(startJobId) 
                    .maxResults(10) 
                    .build(); 

                GetLabelDetectionResponse result = 
 rekClient.getLabelDetection(detectionRequest); 
                status = result.jobStatusAsString(); 

                if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                    ans = false; 
                else 
                    System.out.println(yy +" status is: "+status); 

                Thread.sleep(1000); 
                yy++; 
            } 

            System.out.println(startJobId +" status is: "+status); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getLabelJob(RekognitionClient rekClient, SqsClient sqs, String 
 queueUrl) { 

        List<Message> messages; 
        ReceiveMessageRequest messageRequest = ReceiveMessageRequest.builder() 
            .queueUrl(queueUrl) 
            .build(); 

        try { 
            messages = sqs.receiveMessage(messageRequest).messages(); 

            if (!messages.isEmpty()) { 
                for (Message message: messages) { 
                    String notification = message.body(); 

                    // Get the status and job id from the notification 
                    ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonMessageTree = mapper.readTree(notification); 
                    JsonNode messageBodyText = jsonMessageTree.get("Message"); 
                    ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonResultTree = 
 operationResultMapper.readTree(messageBodyText.textValue()); 
                    JsonNode operationJobId = jsonResultTree.get("JobId"); 
                    JsonNode operationStatus = jsonResultTree.get("Status"); 
                    System.out.println("Job found in JSON is " + operationJobId); 

                    DeleteMessageRequest deleteMessageRequest = 
 DeleteMessageRequest.builder() 
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                        .queueUrl(queueUrl) 
                        .build(); 

                    String jobId = operationJobId.textValue(); 
                    if (startJobId.compareTo(jobId)==0) { 
                        System.out.println("Job id: " + operationJobId ); 
                        System.out.println("Status : " + operationStatus.toString()); 

                        if (operationStatus.asText().equals("SUCCEEDED")) 
                            GetResultsLabels(rekClient); 
                        else 
                            System.out.println("Video analysis failed"); 

                        sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
                    } 

                    else{ 
                        System.out.println("Job received was not job " +  startJobId); 
                        sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
                    } 
                } 
            } 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } catch (JsonMappingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (JsonProcessingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

    // Gets the job results by calling GetLabelDetection 
    private static void GetResultsLabels(RekognitionClient rekClient) { 

        int maxResults=10; 
        String paginationToken=null; 
        GetLabelDetectionResponse labelDetectionResult=null; 

        try { 
            do { 
                if (labelDetectionResult !=null) 
                    paginationToken = labelDetectionResult.nextToken(); 

                GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest= 
 GetLabelDetectionRequest.builder() 
                    .jobId(startJobId) 
                    .sortBy(LabelDetectionSortBy.TIMESTAMP) 
                    .maxResults(maxResults) 
                    .nextToken(paginationToken) 
                    .build(); 

                labelDetectionResult = 
 rekClient.getLabelDetection(labelDetectionRequest); 
                VideoMetadata videoMetaData=labelDetectionResult.videoMetadata(); 
                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 

                List<LabelDetection> detectedLabels= labelDetectionResult.labels(); 
                for (LabelDetection detectedLabel: detectedLabels) { 
                    long seconds=detectedLabel.timestamp(); 
                    Label label=detectedLabel.label(); 
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                    System.out.println("Millisecond: " + seconds + " "); 

                    System.out.println("   Label:" + label.name()); 
                    System.out.println("   Confidence:" + 
 detectedLabel.label().confidence().toString()); 

                    List<Instance> instances = label.instances(); 
                    System.out.println("   Instances of " + label.name()); 

                    if (instances.isEmpty()) { 
                        System.out.println("        " + "None"); 
                    } else { 
                        for (Instance instance : instances) { 
                            System.out.println("        Confidence: " + 
 instance.confidence().toString()); 
                            System.out.println("        Bounding box: " + 
 instance.boundingBox().toString()); 
                        } 
                    } 
                    System.out.println("   Parent labels for " + label.name() + ":"); 
                    List<Parent> parents = label.parents(); 

                    if (parents.isEmpty()) { 
                        System.out.println("        None"); 
                    } else { 
                        for (Parent parent : parents) { 
                            System.out.println("   " + parent.name()); 
                        } 
                    } 
                    System.out.println(); 
                } 
            } while (labelDetectionResult !=null && labelDetectionResult.nextToken() != 
 null); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内の顔を検出する

    public static void startLabels(RekognitionClient rekClient, 
                                   NotificationChannel channel, 
                                   String bucket, 
                                   String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                .bucket(bucket) 
                .name(video) 
                .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                .s3Object(s3Obj) 
                .build(); 

            StartLabelDetectionRequest labelDetectionRequest = 
 StartLabelDetectionRequest.builder() 
                .jobTag("DetectingLabels") 
                .notificationChannel(channel) 
                .video(vidOb) 
                .minConfidence(50F) 
                .build(); 
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            StartLabelDetectionResponse labelDetectionResponse = 
 rekClient.startLabelDetection(labelDetectionRequest); 
            startJobId = labelDetectionResponse.jobId(); 

            boolean ans = true; 
            String status = ""; 
            int yy = 0; 
            while (ans) { 

                GetLabelDetectionRequest detectionRequest = 
 GetLabelDetectionRequest.builder() 
                    .jobId(startJobId) 
                    .maxResults(10) 
                    .build(); 

                GetLabelDetectionResponse result = 
 rekClient.getLabelDetection(detectionRequest); 
                status = result.jobStatusAsString(); 

                if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                    ans = false; 
                else 
                    System.out.println(yy +" status is: "+status); 

                Thread.sleep(1000); 
                yy++; 
            } 

            System.out.println(startJobId +" status is: "+status); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getLabelJob(RekognitionClient rekClient, SqsClient sqs, String 
 queueUrl) { 

        List<Message> messages; 
        ReceiveMessageRequest messageRequest = ReceiveMessageRequest.builder() 
            .queueUrl(queueUrl) 
            .build(); 

        try { 
            messages = sqs.receiveMessage(messageRequest).messages(); 

            if (!messages.isEmpty()) { 
                for (Message message: messages) { 
                    String notification = message.body(); 

                    // Get the status and job id from the notification 
                    ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonMessageTree = mapper.readTree(notification); 
                    JsonNode messageBodyText = jsonMessageTree.get("Message"); 
                    ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonResultTree = 
 operationResultMapper.readTree(messageBodyText.textValue()); 
                    JsonNode operationJobId = jsonResultTree.get("JobId"); 
                    JsonNode operationStatus = jsonResultTree.get("Status"); 
                    System.out.println("Job found in JSON is " + operationJobId); 

                    DeleteMessageRequest deleteMessageRequest = 
 DeleteMessageRequest.builder() 
                        .queueUrl(queueUrl) 
                        .build(); 
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                    String jobId = operationJobId.textValue(); 
                    if (startJobId.compareTo(jobId)==0) { 
                        System.out.println("Job id: " + operationJobId ); 
                        System.out.println("Status : " + operationStatus.toString()); 

                        if (operationStatus.asText().equals("SUCCEEDED")) 
                            GetResultsLabels(rekClient); 
                        else 
                            System.out.println("Video analysis failed"); 

                        sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
                    } 

                    else{ 
                        System.out.println("Job received was not job " +  startJobId); 
                        sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
                    } 
                } 
            } 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } catch (JsonMappingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (JsonProcessingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

    // Gets the job results by calling GetLabelDetection 
    private static void GetResultsLabels(RekognitionClient rekClient) { 

        int maxResults=10; 
        String paginationToken=null; 
        GetLabelDetectionResponse labelDetectionResult=null; 

        try { 
            do { 
                if (labelDetectionResult !=null) 
                    paginationToken = labelDetectionResult.nextToken(); 

                GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest= 
 GetLabelDetectionRequest.builder() 
                    .jobId(startJobId) 
                    .sortBy(LabelDetectionSortBy.TIMESTAMP) 
                    .maxResults(maxResults) 
                    .nextToken(paginationToken) 
                    .build(); 

                labelDetectionResult = 
 rekClient.getLabelDetection(labelDetectionRequest); 
                VideoMetadata videoMetaData=labelDetectionResult.videoMetadata(); 
                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 

                List<LabelDetection> detectedLabels= labelDetectionResult.labels(); 
                for (LabelDetection detectedLabel: detectedLabels) { 
                    long seconds=detectedLabel.timestamp(); 
                    Label label=detectedLabel.label(); 
                    System.out.println("Millisecond: " + seconds + " "); 
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                    System.out.println("   Label:" + label.name()); 
                    System.out.println("   Confidence:" + 
 detectedLabel.label().confidence().toString()); 

                    List<Instance> instances = label.instances(); 
                    System.out.println("   Instances of " + label.name()); 

                    if (instances.isEmpty()) { 
                        System.out.println("        " + "None"); 
                    } else { 
                        for (Instance instance : instances) { 
                            System.out.println("        Confidence: " + 
 instance.confidence().toString()); 
                            System.out.println("        Bounding box: " + 
 instance.boundingBox().toString()); 
                        } 
                    } 
                    System.out.println("   Parent labels for " + label.name() + ":"); 
                    List<Parent> parents = label.parents(); 

                    if (parents.isEmpty()) { 
                        System.out.println("        None"); 
                    } else { 
                        for (Parent parent : parents) { 
                            System.out.println("   " + parent.name()); 
                        } 
                    } 
                    System.out.println(); 
                } 
            } while (labelDetectionResult !=null && labelDetectionResult.nextToken() != 
 null); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内の不適切なコンテンツや攻撃的なコンテンツを検出しま
す。

    public static void startModerationDetection(RekognitionClient rekClient, 
                                                NotificationChannel channel, 
                                                String bucket, 
                                                String video) { 

        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                .bucket(bucket) 
                .name(video) 
                .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                .s3Object(s3Obj) 
                .build(); 

            StartContentModerationRequest modDetectionRequest = 
 StartContentModerationRequest.builder() 
                .jobTag("Moderation") 
                .notificationChannel(channel) 
                .video(vidOb) 
                .build(); 

635



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

            StartContentModerationResponse startModDetectionResult = 
 rekClient.startContentModeration(modDetectionRequest); 
            startJobId=startModDetectionResult.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void GetModResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetContentModerationResponse modDetectionResponse=null; 
            boolean finished = false; 
            String status; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
                if (modDetectionResponse !=null) 
                    paginationToken = modDetectionResponse.nextToken(); 

                GetContentModerationRequest modRequest = 
 GetContentModerationRequest.builder() 
                    .jobId(startJobId) 
                    .nextToken(paginationToken) 
                    .maxResults(10) 
                    .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 
                    modDetectionResponse = rekClient.getContentModeration(modRequest); 
                    status = modDetectionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData=modDetectionResponse.videoMetadata(); 
                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                List<ContentModerationDetection> mods = 
 modDetectionResponse.moderationLabels(); 
                for (ContentModerationDetection mod: mods) { 
                    long seconds=mod.timestamp()/1000; 
                    System.out.print("Mod label: " + seconds + " "); 
                    System.out.println(mod.moderationLabel().toString()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (modDetectionResponse !=null && modDetectionResponse.nextToken() != 
 null); 
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        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Amazon S3 バケットに保存されているビデオ内のテクニカルキューセグメントおよびショット検出セ
グメントを検出します。

    public static void StartSegmentDetection (RekognitionClient rekClient, 
                                   NotificationChannel channel, 
                                   String bucket, 
                                   String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                .bucket(bucket) 
                .name(video) 
                .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                .s3Object(s3Obj) 
                .build(); 

            StartShotDetectionFilter cueDetectionFilter = 
 StartShotDetectionFilter.builder() 
                .minSegmentConfidence(60F) 
                .build(); 

            StartTechnicalCueDetectionFilter technicalCueDetectionFilter = 
 StartTechnicalCueDetectionFilter.builder() 
                .minSegmentConfidence(60F) 
                .build(); 

            StartSegmentDetectionFilters filters = 
 StartSegmentDetectionFilters.builder() 
                .shotFilter(cueDetectionFilter) 
                .technicalCueFilter(technicalCueDetectionFilter) 
                .build(); 

            StartSegmentDetectionRequest segDetectionRequest = 
 StartSegmentDetectionRequest.builder() 
                .jobTag("DetectingLabels") 
                .notificationChannel(channel) 
                .segmentTypes(SegmentType.TECHNICAL_CUE , SegmentType.SHOT) 
                .video(vidOb) 
                .filters(filters) 
                .build(); 

            StartSegmentDetectionResponse segDetectionResponse = 
 rekClient.startSegmentDetection(segDetectionRequest); 
            startJobId = segDetectionResponse.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getSegmentResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken = null; 
            GetSegmentDetectionResponse segDetectionResponse = null; 
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            boolean finished = false; 
            String status; 
            int yy = 0; 

            do { 
                if (segDetectionResponse != null) 
                    paginationToken = segDetectionResponse.nextToken(); 

                GetSegmentDetectionRequest recognitionRequest = 
 GetSegmentDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds. 
                while (!finished) { 
                    segDetectionResponse = 
 rekClient.getSegmentDetection(recognitionRequest); 
                    status = segDetectionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 
                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null. 
                List<VideoMetadata> videoMetaData = 
 segDetectionResponse.videoMetadata(); 
                for (VideoMetadata metaData : videoMetaData) { 
                    System.out.println("Format: " + metaData.format()); 
                    System.out.println("Codec: " + metaData.codec()); 
                    System.out.println("Duration: " + metaData.durationMillis()); 
                    System.out.println("FrameRate: " + metaData.frameRate()); 
                    System.out.println("Job"); 
                } 

                List<SegmentDetection> detectedSegments = 
 segDetectionResponse.segments(); 
                for (SegmentDetection detectedSegment : detectedSegments) { 
                    String type = detectedSegment.type().toString(); 
                    if (type.contains(SegmentType.TECHNICAL_CUE.toString())) { 
                        System.out.println("Technical Cue"); 
                        TechnicalCueSegment segmentCue = 
 detectedSegment.technicalCueSegment(); 
                        System.out.println("\tType: " + segmentCue.type()); 
                        System.out.println("\tConfidence: " + 
 segmentCue.confidence().toString()); 
                    } 

                    if (type.contains(SegmentType.SHOT.toString())) { 
                        System.out.println("Shot"); 
                        ShotSegment segmentShot = detectedSegment.shotSegment(); 
                        System.out.println("\tIndex " + segmentShot.index()); 
                        System.out.println("\tConfidence: " + 
 segmentShot.confidence().toString()); 
                    } 

                    long seconds = detectedSegment.durationMillis(); 
                    System.out.println("\tDuration : " + seconds + " milliseconds"); 
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                    System.out.println("\tStart time code: " + 
 detectedSegment.startTimecodeSMPTE()); 
                    System.out.println("\tEnd time code: " + 
 detectedSegment.endTimecodeSMPTE()); 
                    System.out.println("\tDuration time code: " + 
 detectedSegment.durationSMPTE()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (segDetectionResponse !=null && segDetectionResponse.nextToken() != 
 null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Amazon S3 バケットに保存されたビデオに保存されたビデオ内のテキストを検出します。

    public static void startTextLabels(RekognitionClient rekClient, 
                                   NotificationChannel channel, 
                                   String bucket, 
                                   String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                .bucket(bucket) 
                .name(video) 
                .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                .s3Object(s3Obj) 
                .build(); 

            StartTextDetectionRequest labelDetectionRequest = 
 StartTextDetectionRequest.builder() 
                .jobTag("DetectingLabels") 
                .notificationChannel(channel) 
                .video(vidOb) 
                .build(); 

            StartTextDetectionResponse labelDetectionResponse = 
 rekClient.startTextDetection(labelDetectionRequest); 
            startJobId = labelDetectionResponse.jobId(); 

        } catch (RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void GetTextResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetTextDetectionResponse textDetectionResponse=null; 
            boolean finished = false; 
            String status; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
                if (textDetectionResponse !=null) 
                    paginationToken = textDetectionResponse.nextToken(); 

639



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

                GetTextDetectionRequest recognitionRequest = 
 GetTextDetectionRequest.builder() 
                    .jobId(startJobId) 
                    .nextToken(paginationToken) 
                    .maxResults(10) 
                    .build(); 

                // Wait until the job succeeds. 
                while (!finished) { 
                    textDetectionResponse = 
 rekClient.getTextDetection(recognitionRequest); 
                    status = textDetectionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null. 
                VideoMetadata videoMetaData=textDetectionResponse.videoMetadata(); 
                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                List<TextDetectionResult> labels= 
 textDetectionResponse.textDetections(); 
                for (TextDetectionResult detectedText: labels) { 
                    System.out.println("Confidence: " + 
 detectedText.textDetection().confidence().toString()); 
                    System.out.println("Id : " + detectedText.textDetection().id()); 
                    System.out.println("Parent Id: " + 
 detectedText.textDetection().parentId()); 
                    System.out.println("Type: " + detectedText.textDetection().type()); 
                    System.out.println("Text: " + 
 detectedText.textDetection().detectedText()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (textDetectionResponse !=null && 
 textDetectionResponse.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Amazon S3 バケットに保存されたビデオに保存されたビデオ内の人物を検出します。

    public static void startPersonLabels(RekognitionClient rekClient, 
                                       NotificationChannel channel, 
                                       String bucket, 
                                       String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                .bucket(bucket) 
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                .name(video) 
                .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                .s3Object(s3Obj) 
                .build(); 

            StartPersonTrackingRequest personTrackingRequest = 
 StartPersonTrackingRequest.builder() 
                .jobTag("DetectingLabels") 
                .video(vidOb) 
                .notificationChannel(channel) 
                .build(); 

            StartPersonTrackingResponse labelDetectionResponse = 
 rekClient.startPersonTracking(personTrackingRequest); 
            startJobId = labelDetectionResponse.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void GetPersonDetectionResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetPersonTrackingResponse personTrackingResult=null; 
            boolean finished = false; 
            String status; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
                if (personTrackingResult !=null) 
                    paginationToken = personTrackingResult.nextToken(); 

                GetPersonTrackingRequest recognitionRequest = 
 GetPersonTrackingRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    personTrackingResult = 
 rekClient.getPersonTracking(recognitionRequest); 
                    status = personTrackingResult.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData = personTrackingResult.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
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                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                List<PersonDetection> detectedPersons= personTrackingResult.persons(); 
                for (PersonDetection detectedPerson: detectedPersons) { 

                    long seconds=detectedPerson.timestamp()/1000; 
                    System.out.print("Sec: " + seconds + " "); 
                    System.out.println("Person Identifier: " + 
 detectedPerson.person().index()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (personTrackingResult !=null && personTrackingResult.nextToken() != 
 null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.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。
• GetCelebrityRecognition
• GetContentModeration
• GetLabelDetection
• GetPersonTracking
• GetSegmentDetection
• GetTextDetection
• StartCelebrityRecognition
• StartContentModeration
• StartLabelDetection
• StartPersonTracking
• StartSegmentDetection
• StartTextDetection

Java 2.x 用 SDK を使用したルート 53 ドメイン登録の例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with Route 53 ドメイン登録を使用して Route 53 ドメイン登録を
使用して一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

開始方法

Route 53 ドメイン登録の開始

次のコード例は、Route 53 ドメイン登録の使用を開始する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * This Java code example performs the following operation: 
 * 
 * 1. Invokes ListPrices for at least one domain type, such as the “com” type, and 
 displays prices for registration and renewal. 
 * 
 */
public class Route53Hello { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <domainType> \n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    domainType - The domain type (for example, com). \n"; 

        if (args.length != 1) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String domainType = args[0]; 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        Route53DomainsClient route53DomainsClient = Route53DomainsClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Invokes ListPrices for at least one domain type."); 
        listPrices(route53DomainsClient, domainType); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 

    public static void listPrices(Route53DomainsClient route53DomainsClient, String 
 domainType) { 
        try { 
            ListPricesRequest pricesRequest = ListPricesRequest.builder() 
                .maxItems(10) 
                .tld(domainType) 
                .build(); 

            ListPricesResponse response = 
 route53DomainsClient.listPrices(pricesRequest); 
            List<DomainPrice> prices = response.prices(); 
            for (DomainPrice pr: prices) { 
                System.out.println("Name: "+pr.name()); 
                System.out.println("Registration: "+pr.registrationPrice().price() + " 
 " +pr.registrationPrice().currency()); 
                System.out.println("Renewal: "+pr.renewalPrice().price() + " " 
 +pr.renewalPrice().currency()); 
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                System.out.println("Transfer: "+pr.transferPrice().price() + " " 
 +pr.transferPrice().currency()); 
                System.out.println("Change Ownership: 
 "+pr.changeOwnershipPrice().price() + " " +pr.changeOwnershipPrice().currency()); 
                System.out.println("Restoration: "+pr.restorationPrice().price() + " " 
 +pr.restorationPrice().currency()); 
                System.out.println(" "); 
            } 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListPricesリファレンスのを参照してください。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

ドメインの可用性を確認する

次のコード例は、ドメインの可用性を確認する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void checkDomainAvailability(Route53DomainsClient 
 route53DomainsClient, String domainSuggestion) { 
        try { 
            CheckDomainAvailabilityRequest availabilityRequest = 
 CheckDomainAvailabilityRequest.builder() 
                .domainName(domainSuggestion) 
                .build(); 

            CheckDomainAvailabilityResponse response = 
 route53DomainsClient.checkDomainAvailability(availabilityRequest); 
            System.out.println(domainSuggestion +" is 
 "+response.availability().toString()); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CheckDomainAvailabilityリファレンスのを参照
してください。
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ドメイン移管の可否の確認

次のコード例は、ドメインの移管可能性を確認する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void checkDomainTransferability(Route53DomainsClient 
 route53DomainsClient, String domainSuggestion){ 
        try { 
            CheckDomainTransferabilityRequest transferabilityRequest = 
 CheckDomainTransferabilityRequest.builder() 
                .domainName(domainSuggestion) 
                .build(); 

            CheckDomainTransferabilityResponse response = 
 route53DomainsClient.checkDomainTransferability(transferabilityRequest); 
            System.out.println("Transferability: 
 "+response.transferability().transferable().toString()); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CheckDomainTransferabilityリファレンスのを参
照してください。

ドメイン詳細の取得

次のコード例は、ドメインの詳細を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getDomainDetails(Route53DomainsClient route53DomainsClient, 
 String domainSuggestion){ 
        try { 
            GetDomainDetailRequest detailRequest = GetDomainDetailRequest.builder() 
                .domainName(domainSuggestion) 
                .build(); 

            GetDomainDetailResponse response = 
 route53DomainsClient.getDomainDetail(detailRequest); 
            System.out.println("The contact first name is " + 
 response.registrantContact().firstName()); 
            System.out.println("The contact last name is " + 
 response.registrantContact().lastName()); 
            System.out.println("The contact org name is " + 
 response.registrantContact().organizationName()); 
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        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetDomainDetailリファレンスのを参照してくだ
さい。

オペレーションの詳細を取得します。

次のコード例は、操作の詳細を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getOperationalDetail(Route53DomainsClient route53DomainsClient, 
 String operationId) { 
        try { 
            GetOperationDetailRequest detailRequest = 
 GetOperationDetailRequest.builder() 
                .operationId(operationId) 
                .build(); 

            GetOperationDetailResponse response = 
 route53DomainsClient.getOperationDetail(detailRequest); 
            System.out.println("Operation detail message is "+response.message()); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetOperationDetailリファレンスのを参照してく
ださい。

推奨ドメイン名を取得

次のコード例は、ドメイン名の候補を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listDomainSuggestions(Route53DomainsClient route53DomainsClient, 
 String domainSuggestion) { 
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        try { 
            GetDomainSuggestionsRequest suggestionsRequest = 
 GetDomainSuggestionsRequest.builder() 
                .domainName(domainSuggestion) 
                .suggestionCount(5) 
                .onlyAvailable(true) 
                .build(); 

            GetDomainSuggestionsResponse response = 
 route53DomainsClient.getDomainSuggestions(suggestionsRequest); 
            List<DomainSuggestion> suggestions = response.suggestionsList(); 
            for (DomainSuggestion suggestion: suggestions) { 
                System.out.println("Suggestion Name: "+suggestion.domainName()); 
                System.out.println("Availability: "+suggestion.availability()); 
                System.out.println(" "); 
            } 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetDomainSuggestionsリファレンスのを参照し
てください。

ドメインPist

次のコード例は、ドメイン価格を一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listPrices(Route53DomainsClient route53DomainsClient, String 
 domainType) { 
        try { 
            ListPricesRequest pricesRequest = ListPricesRequest.builder() 
                .tld(domainType) 
                .build(); 

            ListPricesIterable listRes = 
 route53DomainsClient.listPricesPaginator(pricesRequest); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.prices().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" Name: " + content.name() + 
                    " Registration: " + content.registrationPrice().price() + " " + 
 content.registrationPrice().currency() + 
                    " Renewal: "+ content.renewalPrice().price() + " " + 
 content.renewalPrice().currency() )); 

        } catch (Route53Exception 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.xAPI ListPricesリファレンスのを参照してください。

ドメインを一覧表示する

次のコード例は、登録されたドメインを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listDomains(Route53DomainsClient route53DomainsClient) { 
        try { 
            ListDomainsIterable listRes = route53DomainsClient.listDomainsPaginator(); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.domains().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println("The domain name is " + 
 content.domainName())); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListDomainsリファレンスのを参照してくださ
い。

リストオペレーション

次のコード例は、オペレーションを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listOperations(Route53DomainsClient route53DomainsClient) { 
        try { 
            Date currentDate = new Date(); 
            LocalDateTime localDateTime = 
 currentDate.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDateTime(); 
            ZoneOffset zoneOffset = ZoneOffset.of("+01:00"); 
            localDateTime = localDateTime.minusYears(1); 
            Instant myTime = localDateTime.toInstant(zoneOffset); 

            ListOperationsRequest operationsRequest = ListOperationsRequest.builder() 
                .submittedSince(myTime) 
                .build(); 

            ListOperationsIterable listRes = 
 route53DomainsClient.listOperationsPaginator(operationsRequest); 

648

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/route53domains-2014-05-15/ListPrices
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/route53#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/route53domains-2014-05-15/ListDomains
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/route53#readme


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.operations().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" Operation Id: " + 
 content.operationId() + 
                    " Status: " + content.statusAsString() + 
                    " Date: "+content.submittedDate())); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListOperationsリファレンスのを参照してくださ
い。

ドメインの登録

次のコード例は、ドメインを登録する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String requestDomainRegistration(Route53DomainsClient 
 route53DomainsClient, 
                                                   String domainSuggestion, 
                                                   String phoneNumber, 
                                                   String email, 
                                                   String firstName, 
                                                   String lastName, 
                                                   String city) { 

        try { 
            ContactDetail contactDetail = ContactDetail.builder() 
                .contactType(ContactType.COMPANY) 
                .state("LA") 
                .countryCode(CountryCode.IN) 
                .email(email) 
                .firstName(firstName) 
                .lastName(lastName) 
                .city(city) 
                .phoneNumber(phoneNumber) 
                .organizationName("My Org") 
                .addressLine1("My Address") 
                .zipCode("123 123") 
                .build(); 

            RegisterDomainRequest domainRequest = RegisterDomainRequest.builder() 
                .adminContact(contactDetail) 
                .registrantContact(contactDetail) 
                .techContact(contactDetail) 
                .domainName(domainSuggestion) 
                .autoRenew(true) 
                .durationInYears(1) 
                .build(); 
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            RegisterDomainResponse response = 
 route53DomainsClient.registerDomain(domainRequest); 
            System.out.println("Registration requested. Operation Id: " 
 +response.operationId()); 
            return response.operationId(); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI RegisterDomainリファレンスのを参照してくだ
さい。

請求書の表示

次のコード例は、予想額の統計を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listBillingRecords(Route53DomainsClient route53DomainsClient) { 
        try { 
            Date currentDate = new Date(); 
            LocalDateTime localDateTime = 
 currentDate.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDateTime(); 
            ZoneOffset zoneOffset = ZoneOffset.of("+01:00"); 
            LocalDateTime localDateTime2 = localDateTime.minusYears(1); 
            Instant myStartTime = localDateTime2.toInstant(zoneOffset); 
            Instant myEndTime = localDateTime.toInstant(zoneOffset); 

            ViewBillingRequest viewBillingRequest = ViewBillingRequest.builder() 
                .start(myStartTime) 
                .end(myEndTime) 
                .build(); 

            ViewBillingIterable listRes = 
 route53DomainsClient.viewBillingPaginator(viewBillingRequest); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.billingRecords().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" Bill Date:: " + 
 content.billDate() + 
                    " Operation: " + content.operationAsString() + 
                    " Price: "+content.price())); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ViewBillingリファレンスのを参照してください。
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シナリオ

ドメインの使用開始

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• 現在のドメインを一覧表示し、過去 1 年間の操作を一覧表示します。
• 過去 1 年間の請求額とドメインタイプの価格を表示します。
• ドメイン候補を入手してください。
• ドメインの可用性と移管可能性を確認してください。
• オプションで、ドメイン登録をリクエストしてください。
• 操作の詳細を入手してください。
• オプションで、ドメインの詳細を取得します。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * This example uses pagination methods where applicable. For example, to list domains, 
 the 
 * listDomainsPaginator method is used. For more information about pagination, 
 * see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/pagination.html 
 * 
 * This Java code example performs the following operations: 
 * 
 * 1. List current domains. 
 * 2. List operations in the past year. 
 * 3. View billing for the account in the past year. 
 * 4. View prices for domain types. 
 * 5. Get domain suggestions. 
 * 6. Check domain availability. 
 * 7. Check domain transferability. 
 * 8. Request a domain registration. 
 * 9. Get operation details. 
 * 10. Optionally, get domain details. 
 */

public class Route53Scenario { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <domainType> <phoneNumber> <email> <domainSuggestion> <firstName> 
 <lastName> <city>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    domainType - The domain type (for example, com). \n" + 
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            "    phoneNumber - The phone number to use (for example, +91.9966564xxx)  
 "+ 
            "    email - The email address to use.  "+ 
            "    domainSuggestion - The domain suggestion (for example, 
 findmy.accountants). \n" + 
            "    firstName - The first name to use to register a domain. \n" + 
            "    lastName -  The last name to use to register a domain. \n" + 
            "    city - the city to use to register a domain. "; 

        if (args.length != 7) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String domainType = args[0]; 
        String phoneNumber = args[1]; 
        String email = args[2] ; 
        String domainSuggestion = args[3] ; 
        String firstName = args[4] ; 
        String lastName = args[5] ; 
        String city = args[6] ; 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        Route53DomainsClient route53DomainsClient = Route53DomainsClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon Route 53 domains example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. List current domains."); 
        listDomains(route53DomainsClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. List operations in the past year."); 
        listOperations(route53DomainsClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. View billing for the account in the past year."); 
        listBillingRecords(route53DomainsClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. View prices for domain types."); 
        listPrices(route53DomainsClient, domainType); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Get domain suggestions."); 
        listDomainSuggestions(route53DomainsClient, domainSuggestion); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Check domain availability."); 
        checkDomainAvailability(route53DomainsClient, domainSuggestion); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Check domain transferability."); 
        checkDomainTransferability(route53DomainsClient, domainSuggestion); 
        System.out.println(DASHES); 
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        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Request a domain registration."); 
        String opId = requestDomainRegistration(route53DomainsClient, domainSuggestion, 
 phoneNumber, email, firstName, lastName, city); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. Get operation details."); 
        getOperationalDetail(route53DomainsClient, opId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. Get domain details."); 
        System.out.println("Note: You must have a registered domain to get details."); 
        System.out.println("Otherwise, an exception is thrown that states " ); 
        System.out.println("Domain xxxxxxx not found in xxxxxxx account."); 
        getDomainDetails(route53DomainsClient, domainSuggestion); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 

    public static void getDomainDetails(Route53DomainsClient route53DomainsClient, 
 String domainSuggestion){ 
        try { 
            GetDomainDetailRequest detailRequest = GetDomainDetailRequest.builder() 
                .domainName(domainSuggestion) 
                .build(); 

            GetDomainDetailResponse response = 
 route53DomainsClient.getDomainDetail(detailRequest); 
            System.out.println("The contact first name is " + 
 response.registrantContact().firstName()); 
            System.out.println("The contact last name is " + 
 response.registrantContact().lastName()); 
            System.out.println("The contact org name is " + 
 response.registrantContact().organizationName()); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getOperationalDetail(Route53DomainsClient route53DomainsClient, 
 String operationId) { 
        try { 
            GetOperationDetailRequest detailRequest = 
 GetOperationDetailRequest.builder() 
                .operationId(operationId) 
                .build(); 

            GetOperationDetailResponse response = 
 route53DomainsClient.getOperationDetail(detailRequest); 
            System.out.println("Operation detail message is "+response.message()); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String requestDomainRegistration(Route53DomainsClient 
 route53DomainsClient, 
                                                   String domainSuggestion, 
                                                   String phoneNumber, 
                                                   String email, 
                                                   String firstName, 
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                                                   String lastName, 
                                                   String city) { 

        try { 
            ContactDetail contactDetail = ContactDetail.builder() 
                .contactType(ContactType.COMPANY) 
                .state("LA") 
                .countryCode(CountryCode.IN) 
                .email(email) 
                .firstName(firstName) 
                .lastName(lastName) 
                .city(city) 
                .phoneNumber(phoneNumber) 
                .organizationName("My Org") 
                .addressLine1("My Address") 
                .zipCode("123 123") 
                .build(); 

            RegisterDomainRequest domainRequest = RegisterDomainRequest.builder() 
                .adminContact(contactDetail) 
                .registrantContact(contactDetail) 
                .techContact(contactDetail) 
                .domainName(domainSuggestion) 
                .autoRenew(true) 
                .durationInYears(1) 
                .build(); 

            RegisterDomainResponse response = 
 route53DomainsClient.registerDomain(domainRequest); 
            System.out.println("Registration requested. Operation Id: " 
 +response.operationId()); 
            return response.operationId(); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void checkDomainTransferability(Route53DomainsClient 
 route53DomainsClient, String domainSuggestion){ 
        try { 
            CheckDomainTransferabilityRequest transferabilityRequest = 
 CheckDomainTransferabilityRequest.builder() 
                .domainName(domainSuggestion) 
                .build(); 

            CheckDomainTransferabilityResponse response = 
 route53DomainsClient.checkDomainTransferability(transferabilityRequest); 
            System.out.println("Transferability: 
 "+response.transferability().transferable().toString()); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void checkDomainAvailability(Route53DomainsClient 
 route53DomainsClient, String domainSuggestion) { 
        try { 
            CheckDomainAvailabilityRequest availabilityRequest = 
 CheckDomainAvailabilityRequest.builder() 
                .domainName(domainSuggestion) 
                .build(); 
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            CheckDomainAvailabilityResponse response = 
 route53DomainsClient.checkDomainAvailability(availabilityRequest); 
            System.out.println(domainSuggestion +" is 
 "+response.availability().toString()); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void listDomainSuggestions(Route53DomainsClient route53DomainsClient, 
 String domainSuggestion) { 
        try { 
            GetDomainSuggestionsRequest suggestionsRequest = 
 GetDomainSuggestionsRequest.builder() 
                .domainName(domainSuggestion) 
                .suggestionCount(5) 
                .onlyAvailable(true) 
                .build(); 

            GetDomainSuggestionsResponse response = 
 route53DomainsClient.getDomainSuggestions(suggestionsRequest); 
            List<DomainSuggestion> suggestions = response.suggestionsList(); 
            for (DomainSuggestion suggestion: suggestions) { 
                System.out.println("Suggestion Name: "+suggestion.domainName()); 
                System.out.println("Availability: "+suggestion.availability()); 
                System.out.println(" "); 
            } 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void listPrices(Route53DomainsClient route53DomainsClient, String 
 domainType) { 
        try { 
            ListPricesRequest pricesRequest = ListPricesRequest.builder() 
                .tld(domainType) 
                .build(); 

            ListPricesIterable listRes = 
 route53DomainsClient.listPricesPaginator(pricesRequest); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.prices().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" Name: " + content.name() + 
                    " Registration: " + content.registrationPrice().price() + " " + 
 content.registrationPrice().currency() + 
                    " Renewal: "+ content.renewalPrice().price() + " " + 
 content.renewalPrice().currency() )); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void listBillingRecords(Route53DomainsClient route53DomainsClient) { 
        try { 
            Date currentDate = new Date(); 
            LocalDateTime localDateTime = 
 currentDate.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDateTime(); 
            ZoneOffset zoneOffset = ZoneOffset.of("+01:00"); 

655



AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

            LocalDateTime localDateTime2 = localDateTime.minusYears(1); 
            Instant myStartTime = localDateTime2.toInstant(zoneOffset); 
            Instant myEndTime = localDateTime.toInstant(zoneOffset); 

            ViewBillingRequest viewBillingRequest = ViewBillingRequest.builder() 
                .start(myStartTime) 
                .end(myEndTime) 
                .build(); 

            ViewBillingIterable listRes = 
 route53DomainsClient.viewBillingPaginator(viewBillingRequest); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.billingRecords().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" Bill Date:: " + 
 content.billDate() + 
                    " Operation: " + content.operationAsString() + 
                    " Price: "+content.price())); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void listOperations(Route53DomainsClient route53DomainsClient) { 
        try { 
            Date currentDate = new Date(); 
            LocalDateTime localDateTime = 
 currentDate.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDateTime(); 
            ZoneOffset zoneOffset = ZoneOffset.of("+01:00"); 
            localDateTime = localDateTime.minusYears(1); 
            Instant myTime = localDateTime.toInstant(zoneOffset); 

            ListOperationsRequest operationsRequest = ListOperationsRequest.builder() 
                .submittedSince(myTime) 
                .build(); 

            ListOperationsIterable listRes = 
 route53DomainsClient.listOperationsPaginator(operationsRequest); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.operations().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" Operation Id: " + 
 content.operationId() + 
                    " Status: " + content.statusAsString() + 
                    " Date: "+content.submittedDate())); 

        } catch (Route53Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void listDomains(Route53DomainsClient route53DomainsClient) { 
        try { 
            ListDomainsIterable listRes = route53DomainsClient.listDomainsPaginator(); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.domains().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println("The domain name is " + 
 content.domainName())); 

        } catch (Route53Exception 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」の以下のトピックを参照して
ください。
• CheckDomainAvailability
• CheckDomainTransferability
• GetDomainDetail
• GetDomainSuggestions
• GetOperationDetail
• ListDomains
• ListOperations
• ListPrices
• RegisterDomain
• ViewBilling

Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon S3 の例
次のコード例は、と Amazon S3 を使用してアクションおよび実行する方法を示しています。AWS SDK 
for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

CORS ルールをバケットに追加する

次のコード例は、Cross-Origin Res( CORS) ルールを Amazon S3 バケットに追加する方法を示していま
す。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteBucketCorsInformation(S3Client s3, String bucketName, 
 String accountId) { 
        try { 
            DeleteBucketCorsRequest bucketCorsRequest = 
 DeleteBucketCorsRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .expectedBucketOwner(accountId) 
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                .build(); 

            s3.deleteBucketCors(bucketCorsRequest) ; 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getBucketCorsInformation(S3Client s3, String bucketName, String 
 accountId) { 

        try { 
            GetBucketCorsRequest bucketCorsRequest = GetBucketCorsRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .expectedBucketOwner(accountId) 
                .build(); 

            GetBucketCorsResponse corsResponse = s3.getBucketCors(bucketCorsRequest); 
            List<CORSRule> corsRules = corsResponse.corsRules(); 
            for (CORSRule rule: corsRules) { 
                System.out.println("allowOrigins: "+rule.allowedOrigins()); 
                System.out.println("AllowedMethod: "+rule.allowedMethods()); 
            } 

        } catch (S3Exception e) { 

            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void setCorsInformation(S3Client s3, String bucketName, String 
 accountId) { 

        List<String> allowMethods = new ArrayList<>(); 
        allowMethods.add("PUT"); 
        allowMethods.add("POST"); 
        allowMethods.add("DELETE"); 

        List<String> allowOrigins = new ArrayList<>(); 
        allowOrigins.add("http://example.com"); 
        try { 
            // Define CORS rules. 
            CORSRule corsRule = CORSRule.builder() 
                .allowedMethods(allowMethods) 
                .allowedOrigins(allowOrigins) 
                .build(); 

            List<CORSRule> corsRules = new ArrayList<>(); 
            corsRules.add(corsRule); 
            CORSConfiguration configuration = CORSConfiguration.builder() 
                .corsRules(corsRules) 
                .build(); 

            PutBucketCorsRequest putBucketCorsRequest = PutBucketCorsRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .corsConfiguration(configuration) 
                .expectedBucketOwner(accountId) 
                .build(); 

            s3.putBucketCors(putBucketCorsRequest); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
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            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutBucketCorsリファレンスのを参照してくださ
い。

ライフサイクル設定をバケットに追加します。

次のコード例は、Amazon S3 バケットにライフサイクル設定を追加する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void setLifecycleConfig(S3Client s3, String bucketName, String 
 accountId) { 

        try { 
            // Create a rule to archive objects with the "glacierobjects/" prefix to 
 Amazon S3 Glacier. 
            LifecycleRuleFilter ruleFilter = LifecycleRuleFilter.builder() 
                .prefix("glacierobjects/") 
                .build(); 

            Transition transition = Transition.builder() 
                .storageClass(TransitionStorageClass.GLACIER) 
                .days(0) 
                .build(); 

            LifecycleRule rule1 = LifecycleRule.builder() 
                .id("Archive immediately rule") 
                .filter(ruleFilter) 
                .transitions(transition) 
                .status(ExpirationStatus.ENABLED) 
                .build(); 

            // Create a second rule. 
            Transition transition2 = Transition.builder() 
                .storageClass(TransitionStorageClass.GLACIER) 
                .days(0) 
                .build(); 

            List<Transition> transitionList = new ArrayList<>(); 
            transitionList.add(transition2); 

            LifecycleRuleFilter ruleFilter2 = LifecycleRuleFilter.builder() 
                .prefix("glacierobjects/") 
                .build(); 

            LifecycleRule rule2 = LifecycleRule.builder() 
                .id("Archive and then delete rule") 
                .filter(ruleFilter2) 
                .transitions(transitionList) 
                .status(ExpirationStatus.ENABLED) 
                .build(); 

            // Add the LifecycleRule objects to an ArrayList. 
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            ArrayList<LifecycleRule> ruleList = new ArrayList<>(); 
            ruleList.add(rule1); 
            ruleList.add(rule2); 

            BucketLifecycleConfiguration lifecycleConfiguration = 
 BucketLifecycleConfiguration.builder() 
                .rules(ruleList) 
                .build(); 

            PutBucketLifecycleConfigurationRequest 
 putBucketLifecycleConfigurationRequest = 
 PutBucketLifecycleConfigurationRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .lifecycleConfiguration(lifecycleConfiguration) 
                .expectedBucketOwner(accountId) 
                .build(); 

            s3.putBucketLifecycleConfiguration(putBucketLifecycleConfigurationRequest); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Retrieve the configuration and add a new rule. 
    public static void getLifecycleConfig(S3Client s3, String bucketName, String 
 accountId){ 

        try { 
            GetBucketLifecycleConfigurationRequest 
 getBucketLifecycleConfigurationRequest = 
 GetBucketLifecycleConfigurationRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .expectedBucketOwner(accountId) 
                .build(); 

            GetBucketLifecycleConfigurationResponse response = 
 s3.getBucketLifecycleConfiguration(getBucketLifecycleConfigurationRequest); 
            List<LifecycleRule> newList = new ArrayList<>(); 
            List<LifecycleRule> rules = response.rules(); 
            for (LifecycleRule rule: rules) { 
                newList.add(rule); 
            } 

            // Add a new rule with both a prefix predicate and a tag predicate. 
            LifecycleRuleFilter ruleFilter = LifecycleRuleFilter.builder() 
                .prefix("YearlyDocuments/") 
                .build(); 

            Transition transition = Transition.builder() 
                .storageClass(TransitionStorageClass.GLACIER) 
                .days(3650) 
                .build(); 

            LifecycleRule rule1 = LifecycleRule.builder() 
                .id("NewRule") 
                .filter(ruleFilter) 
                .transitions(transition) 
                .status(ExpirationStatus.ENABLED) 
                .build(); 

            // Add the new rule to the list. 
            newList.add(rule1); 
            BucketLifecycleConfiguration lifecycleConfiguration = 
 BucketLifecycleConfiguration.builder() 
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                .rules(newList) 
                .build(); 

            PutBucketLifecycleConfigurationRequest 
 putBucketLifecycleConfigurationRequest = 
 PutBucketLifecycleConfigurationRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .lifecycleConfiguration(lifecycleConfiguration) 
                .expectedBucketOwner(accountId) 
                .build(); 

            s3.putBucketLifecycleConfiguration(putBucketLifecycleConfigurationRequest); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Delete the configuration from the Amazon S3 bucket. 
    public static void deleteLifecycleConfig(S3Client s3, String bucketName, String 
 accountId) { 

        try { 
            DeleteBucketLifecycleRequest deleteBucketLifecycleRequest = 
 DeleteBucketLifecycleRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .expectedBucketOwner(accountId) 
                .build(); 

            s3.deleteBucketLifecycle(deleteBucketLifecycleRequest); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutBucketLifecycleConfigurationリファレンスの
を参照してください。

バケットにポリシーを追加する

次のコード例は、Amazon S3 バケットにポリシーを追加する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void setPolicy(S3Client s3, String bucketName, String policyText) { 

        System.out.println("Setting policy:"); 
        System.out.println("----"); 
        System.out.println(policyText); 
        System.out.println("----"); 
        System.out.format("On Amazon S3 bucket: \"%s\"\n", bucketName); 

        try { 
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            PutBucketPolicyRequest policyReq = PutBucketPolicyRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .policy(policyText) 
                .build(); 

            s3.putBucketPolicy(policyReq); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        System.out.println("Done!"); 
    } 

    // Loads a JSON-formatted policy from a file 
    public static String getBucketPolicyFromFile(String policyFile) { 

        StringBuilder fileText = new StringBuilder(); 
        try { 
            List<String> lines = Files.readAllLines(Paths.get(policyFile), 
 StandardCharsets.UTF_8); 
            for (String line : lines) { 
                fileText.append(line); 
            } 

        } catch (IOException e) { 
            System.out.format("Problem reading file: \"%s\"", policyFile); 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 

        try { 
            final JsonParser parser = new 
 ObjectMapper().getFactory().createParser(fileText.toString()); 
            while (parser.nextToken() != null) { 
            } 

        } catch (IOException jpe) { 
            jpe.printStackTrace(); 
        } 
        return fileText.toString(); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutBucketPolicyリファレンスのを参照してくだ
さい。

バケット間でオブジェクトをコピーする

次のコード例は、Amazon S3 バケットから別のバケットにオブジェクトをコピーする方法を示していま
す。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

S3Client を使用してオブジェクトをコピーします。

    public static String copyBucketObject (S3Client s3, String fromBucket, String 
 objectKey, String toBucket) { 
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        CopyObjectRequest copyReq = CopyObjectRequest.builder() 
            .sourceBucket(fromBucket) 
            .sourceKey(objectKey) 
            .destinationBucket(toBucket) 
            .destinationKey(objectKey) 
            .build(); 

        try { 
            CopyObjectResponse copyRes = s3.copyObject(copyReq); 
            return copyRes.copyObjectResult().toString(); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

S3 を使用してTransferManager、あるバケットから別のバケットにオブジェクトをコピーします。完
全なファイルとテストを表示します。

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CopyObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.S3TransferManager;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CompletedCopy;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.Copy;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CopyRequest;

import java.util.UUID; 

    public String copyObject(S3TransferManager transferManager, String bucketName, 
                             String key, String destinationBucket, String 
 destinationKey){ 
        CopyObjectRequest copyObjectRequest = CopyObjectRequest.builder() 
            .sourceBucket(bucketName) 
            .sourceKey(key) 
            .destinationBucket(destinationBucket) 
            .destinationKey(destinationKey) 
            .build(); 

        CopyRequest copyRequest = CopyRequest.builder() 
            .copyObjectRequest(copyObjectRequest) 
            .build(); 

        Copy copy = transferManager.copy(copyRequest); 

        CompletedCopy completedCopy = copy.completionFuture().join(); 
        return completedCopy.response().copyObjectResult().eTag(); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CopyObjectリファレンスのを参照してくださ
い。

バケットの作成

次のコード例は、S3 バケットを作成する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createBucket( S3Client s3Client, String bucketName) { 

        try { 
            S3Waiter s3Waiter = s3Client.waiter(); 
            CreateBucketRequest bucketRequest = CreateBucketRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            s3Client.createBucket(bucketRequest); 
            HeadBucketRequest bucketRequestWait = HeadBucketRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            // Wait until the bucket is created and print out the response. 
            WaiterResponse<HeadBucketResponse> waiterResponse = 
 s3Waiter.waitUntilBucketExists(bucketRequestWait); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            System.out.println(bucketName +" is ready"); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateBucketリファレンスのを参照してくださ
い。

バケットからポリシーを削除する

次のコード例は、S3 バケットからポリシーを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    // Delete the bucket policy. 
    public static void deleteS3BucketPolicy(S3Client s3, String bucketName) { 

        DeleteBucketPolicyRequest delReq = DeleteBucketPolicyRequest.builder() 
           .bucket(bucketName) 
           .build(); 
         
        try { 
            s3.deleteBucketPolicy(delReq); 
            System.out.println("Done!"); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
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        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteBucketPolicyリファレンスのを参照してく
ださい。

空のバケットを削除する

次のコード例は、空の S3 バケットを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

        DeleteBucketRequest deleteBucketRequest = DeleteBucketRequest.builder() 
            .bucket(bucket) 
            .build(); 

        s3.deleteBucket(deleteBucketRequest); 
        s3.close();

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteBucketリファレンスのを参照してくださ
い。

複数のオブジェクトの削除

次のコード例は、S3 バケットから複数のオブジェクトを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteBucketObjects(S3Client s3, String bucketName) { 

        // Upload three sample objects to the specfied Amazon S3 bucket. 
        ArrayList<ObjectIdentifier> keys = new ArrayList<>(); 
        PutObjectRequest putOb; 
        ObjectIdentifier objectId; 

        for (int i = 0; i < 3; i++) { 
            String keyName = "delete object example " + i; 
            objectId = ObjectIdentifier.builder() 
                .key(keyName) 
                .build(); 

            putOb = PutObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(keyName) 
                .build(); 
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            s3.putObject(putOb, RequestBody.fromString(keyName)); 
            keys.add(objectId); 
        } 
         
        System.out.println(keys.size() + " objects successfully created."); 

        // Delete multiple objects in one request. 
        Delete del = Delete.builder() 
            .objects(keys) 
            .build(); 

        try { 
            DeleteObjectsRequest multiObjectDeleteRequest = 
 DeleteObjectsRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .delete(del) 
                .build(); 

            s3.deleteObjects(multiObjectDeleteRequest); 
            System.out.println("Multiple objects are deleted!"); 
         
        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteObjectsリファレンスのを参照してくださ
い。

バケットからウェブサイト設定を削除する

次のコード例は、S3 バケットからウェブサイト設定を削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteBucketWebsiteConfig(S3Client s3,String bucketName ) { 

        DeleteBucketWebsiteRequest delReq = DeleteBucketWebsiteRequest.builder() 
            .bucket(bucketName) 
            .build(); 
         
        try { 
            s3.deleteBucketWebsite(delReq); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.out.println("Failed to delete website configuration!"); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteBucketWebsiteリファレンスのを参照して
ください。

666

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/s3-2006-03-01/DeleteObjects
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/s3#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/s3-2006-03-01/DeleteBucketWebsite


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

オブジェクトの存在とコンテンツタイプを調べる

次のコード例は、S3 バケット内のオブジェクトの存在とコンテンツタイプを調べる方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

オブジェクトのコンテンツタイプを調べる

    public static void getContentType (S3Client s3, String bucketName, String keyName) 
 { 

        try { 
            HeadObjectRequest objectRequest = HeadObjectRequest.builder() 
                .key(keyName) 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            HeadObjectResponse objectHead = s3.headObject(objectRequest); 
            String type = objectHead.contentType(); 
            System.out.println("The object content type is "+type); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

オブジェクトの復元ステータスを取得する

    public static void checkStatus(S3Client s3, String bucketName, String keyName) { 
        try { 
            HeadObjectRequest headObjectRequest = HeadObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(keyName) 
                .build(); 

            HeadObjectResponse response = s3.headObject(headObjectRequest); 
            System.out.println("The Amazon S3 object restoration status is 
 "+response.restore()); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI HeadObjectリファレンスのを参照してくださ
い。

ローカルディレクトリへのオブジェクトのダウンロード

次のコード例は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットからすべてのオブジェクトを
ローカルディレクトリにダウンロードする方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

TransferManagerS3 を使用して、同じ S3 バケット内のすべての S3 オブジェクトをダウンロードし
ます。完全なファイルとテストを表示します。

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ObjectIdentifier;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.S3TransferManager;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CompletedDirectoryDownload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.DirectoryDownload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.DownloadDirectoryRequest;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import java.util.UUID;
import java.util.stream.Collectors; 

    public Integer downloadObjectsToDirectory(S3TransferManager transferManager, 
                                              String destinationPath, String 
 bucketName) { 
        DirectoryDownload directoryDownload = 
            transferManager.downloadDirectory(DownloadDirectoryRequest.builder() 
                .destination(Paths.get(destinationPath)) 
                .bucket(bucketName) 
                .build()); 
        CompletedDirectoryDownload completedDirectoryDownload = 
 directoryDownload.completionFuture().join(); 

        completedDirectoryDownload.failedTransfers().forEach(fail -> 
            logger.warn("Object [{}] failed to transfer", fail.toString())); 
        return completedDirectoryDownload.failedTransfers().size(); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DownloadDirectoryリファレンスのを参照してく
ださい。

通知を有効にする

次のコード例は、S3 バケットで通知を有効にする方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void setBucketNotification(S3Client s3Client, String bucketName, 
 String topicArn, String id) { 
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        try { 
            List<Event> events = new ArrayList<>(); 
            events.add(Event.S3_OBJECT_CREATED_PUT); 

            TopicConfiguration config = TopicConfiguration.builder() 
                .topicArn(topicArn) 
                .events(events) 
                .id(id) 
                .build(); 

            List<TopicConfiguration> topics = new ArrayList<>(); 
            topics.add(config); 

            NotificationConfiguration configuration = 
 NotificationConfiguration.builder() 
                .topicConfigurations(topics) 
                .build(); 

            PutBucketNotificationConfigurationRequest configurationRequest = 
 PutBucketNotificationConfigurationRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .notificationConfiguration(configuration) 
                .skipDestinationValidation(true) 
                .build(); 

            // Set the bucket notification configuration. 
            s3Client.putBucketNotificationConfiguration(configurationRequest); 
            System.out.println("Added bucket " + bucketName + " with EventBridge events 
 enabled."); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutBucketLoggingリファレンスのを参照してく
ださい。

バケットからオブジェクトを取得する

次のコード例は、S3 バケット内のオブジェクトからデータを読み取る方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

S3Client を使用して、データをバイト配列として読み取ります。

    public static void getObjectBytes (S3Client s3, String bucketName, String keyName, 
 String path) { 

        try { 
            GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest 
                .builder() 
                .key(keyName) 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 
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            ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes = 
 s3.getObjectAsBytes(objectRequest); 
            byte[] data = objectBytes.asByteArray(); 

            // Write the data to a local file. 
            File myFile = new File(path ); 
            OutputStream os = new FileOutputStream(myFile); 
            os.write(data); 
            System.out.println("Successfully obtained bytes from an S3 object"); 
            os.close(); 

        } catch (IOException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

TransferManagerS3 を使用して、S3 バケット内のオブジェクトをローカルファイルにダウンロード
します。完全なファイルとテストを表示します。

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.S3TransferManager;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CompletedFileDownload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.DownloadFileRequest;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.FileDownload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.progress.LoggingTransferListener;

import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.UUID; 

    public Long downloadFile(S3TransferManager transferManager, String bucketName, 
                             String key, String downloadedFileWithPath) { 
        DownloadFileRequest downloadFileRequest = 
            DownloadFileRequest.builder() 
                .getObjectRequest(b -> b.bucket(bucketName).key(key)) 
                .addTransferListener(LoggingTransferListener.create()) 
                .destination(Paths.get(downloadedFileWithPath)) 
                .build(); 

        FileDownload downloadFile = transferManager.downloadFile(downloadFileRequest); 

        CompletedFileDownload downloadResult = downloadFile.completionFuture().join(); 
        logger.info("Content length [{}]", downloadResult.response().contentLength()); 
        return downloadResult.response().contentLength(); 
    }

S3Client を使用して、オブジェクトに属するタグを読み取ります。

    public static void listTags(S3Client s3, String bucketName, String keyName) { 

        try { 
            GetObjectTaggingRequest getTaggingRequest = GetObjectTaggingRequest 
                .builder() 
                .key(keyName) 
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                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            GetObjectTaggingResponse tags = s3.getObjectTagging(getTaggingRequest); 
            List<Tag> tagSet= tags.tagSet(); 
            for (Tag tag : tagSet) { 
                System.out.println(tag.key()); 
                System.out.println(tag.value()); 
            } 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

S3Client を使用してオブジェクトの URL を取得します。

    public static void getURL(S3Client s3, String bucketName, String keyName ) { 

        try { 
            GetUrlRequest request = GetUrlRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(keyName) 
                .build(); 

            URL url = s3.utilities().getUrl(request); 
            System.out.println("The URL for  "+keyName +" is "+ url); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

S3Client を使用する S3Presigner クライアントオブジェクトを使用してオブジェクトを取得します。

       public static void getPresignedUrl(S3Presigner presigner, String bucketName, 
 String keyName ) { 

           try { 
               GetObjectRequest getObjectRequest = GetObjectRequest.builder() 
                   .bucket(bucketName) 
                   .key(keyName) 
                   .build(); 

               GetObjectPresignRequest getObjectPresignRequest = 
 GetObjectPresignRequest.builder() 
                   .signatureDuration(Duration.ofMinutes(60)) 
                   .getObjectRequest(getObjectRequest) 
                   .build(); 

               PresignedGetObjectRequest presignedGetObjectRequest = 
 presigner.presignGetObject(getObjectPresignRequest); 
               String theUrl = presignedGetObjectRequest.url().toString(); 
               System.out.println("Presigned URL: " + theUrl); 
               HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) 
 presignedGetObjectRequest.url().openConnection(); 
               presignedGetObjectRequest.httpRequest().headers().forEach((header, 
 values) -> { 
                values.forEach(value -> { 
                    connection.addRequestProperty(header, value); 
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                 }); 
               }); 

               // Send any request payload that the service needs (not needed when 
 isBrowserExecutable is true). 
               if (presignedGetObjectRequest.signedPayload().isPresent()) { 
                   connection.setDoOutput(true); 

               try (InputStream signedPayload = 
 presignedGetObjectRequest.signedPayload().get().asInputStream(); 
                    OutputStream httpOutputStream = connection.getOutputStream()) { 
                    IoUtils.copy(signedPayload, httpOutputStream); 
               } 
           } 

           // Download the result of executing the request. 
           try (InputStream content = connection.getInputStream()) { 
               System.out.println("Service returned response: "); 
               IoUtils.copy(content, System.out); 
           } 

       } catch (S3Exception | IOException e) { 
           e.getStackTrace(); 
       } 
    }

オブジェクトと S3ClientResponseTransformer を使用してオブジェクトを取得します。

    public static void getObjectBytes (S3Client s3, String bucketName, String keyName, 
 String path) { 
        try { 
            GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest 
                .builder() 
                .key(keyName) 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes = s3.getObject(objectRequest, 
 ResponseTransformer.toBytes()); 
            byte[] data = objectBytes.asByteArray(); 

            // Write the data to a local file. 
            File myFile = new File(path ); 
            OutputStream os = new FileOutputStream(myFile); 
            os.write(data); 
            System.out.println("Successfully obtained bytes from an S3 object"); 
            os.close(); 

        } catch (IOException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetObjectリファレンスのを参照してください。

バケットの ACL を取得する

次のコード例は、S3 バケットのアクセスコントロールリスト (ACL) を取得する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String getBucketACL(S3Client s3, String objectKey,String bucketName) 
 { 

        try { 
            GetObjectAclRequest aclReq = GetObjectAclRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(objectKey) 
                .build(); 

            GetObjectAclResponse aclRes = s3.getObjectAcl(aclReq); 
            List<Grant> grants = aclRes.grants(); 
            String grantee = ""; 
            for (Grant grant : grants) { 
                System.out.format("  %s: %s\n", grant.grantee().id(), 
 grant.permission()); 
                grantee = grant.grantee().id(); 
            } 
             
            return grantee; 
        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
         
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetBucketAclリファレンスのを参照してくださ
い。

バケットのポリシーを取得する

次のコード例は、S3 バケットのポリシーを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String getPolicy(S3Client s3, String bucketName) { 

        String policyText; 
        System.out.format("Getting policy for bucket: \"%s\"\n\n", bucketName); 
        GetBucketPolicyRequest policyReq = GetBucketPolicyRequest.builder() 
            .bucket(bucketName) 
            .build(); 

        try { 
            GetBucketPolicyResponse policyRes = s3.getBucketPolicy(policyReq); 
            policyText = policyRes.policy(); 
            return policyText; 
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        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetBucketPolicyリファレンスのを参照してくだ
さい。

進行中のマルチパートアップロードを一覧表示する

次のコード例は、S3 バケットへの進行中のマルチパートアップロードを一覧表示する方法を示していま
す。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listUploads( S3Client s3, String bucketName) { 

        try { 
            ListMultipartUploadsRequest listMultipartUploadsRequest = 
 ListMultipartUploadsRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            ListMultipartUploadsResponse response = 
 s3.listMultipartUploads(listMultipartUploadsRequest); 
            List<MultipartUpload> uploads = response.uploads(); 
            for (MultipartUpload upload: uploads) { 
                System.out.println("Upload in progress: Key = \"" + upload.key() + "\", 
 id = " + upload.uploadId()); 
            } 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListMultipartUploadsリファレンスのを参照して
ください。

バケット内のオブジェクトを一覧表示する

次のコード例は、S3 バケット内のオブジェクトを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void listBucketObjects(S3Client s3, String bucketName ) { 

        try { 
            ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest 
                .builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects); 
            List<S3Object> objects = res.contents(); 
            for (S3Object myValue : objects) { 
                System.out.print("\n The name of the key is " + myValue.key()); 
                System.out.print("\n The object is " + calKb(myValue.size()) + " KBs"); 
                System.out.print("\n The owner is " + myValue.owner()); 
            } 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    //convert bytes to kbs. 
    private static long calKb(Long val) { 
        return val/1024; 
    }

ページネーションを使用してオブジェクトを一覧表示します。

    public static void listBucketObjects(S3Client s3, String bucketName ) { 
        try { 
            ListObjectsV2Request listReq = ListObjectsV2Request.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .maxKeys(1) 
                .build(); 

            ListObjectsV2Iterable listRes = s3.listObjectsV2Paginator(listReq); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.contents().stream()) 
                .forEach(content -> System.out.println(" Key: " + content.key() + " 
 size = " + content.size())); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListObjectsリファレンスのを参照してくださ
い。

オブジェクトのアーカイブされたコピーを復元する

次のコード例は、オブジェクトのアーカイブされたコピーを S3 バケットに復元する方法を示していま
す。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void restoreS3Object(S3Client s3, String bucketName, String keyName, 
 String expectedBucketOwner) { 

        try { 
            RestoreRequest restoreRequest = RestoreRequest.builder() 
                .days(10) 
                
 .glacierJobParameters(GlacierJobParameters.builder().tier(Tier.STANDARD).build()) 
                .build(); 

            RestoreObjectRequest objectRequest = RestoreObjectRequest.builder() 
                .expectedBucketOwner(expectedBucketOwner) 
                .bucket(bucketName) 
                .key(keyName) 
                .restoreRequest(restoreRequest) 
                .build(); 

            s3.restoreObject(objectRequest); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI RestoreObjectリファレンスのを参照してくださ
い。

バケットの新しい ACL を設定する

次のコード例は、S3 バケットの新しいアクセスコントロールリスト (ACL) を設定する方法を示していま
す。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void setBucketAcl(S3Client s3, String bucketName, String id) { 

        try { 
            Grant ownerGrant = Grant.builder() 
                .grantee(builder -> builder.id(id) 
                .type(Type.CANONICAL_USER)) 
                    .permission(Permission.FULL_CONTROL) 
                    .build(); 

            List<Grant> grantList2 = new ArrayList<>(); 
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            grantList2.add(ownerGrant); 

            AccessControlPolicy acl = AccessControlPolicy.builder() 
                .owner(builder -> builder.id(id)) 
                .grants(grantList2) 
                .build(); 

            PutBucketAclRequest putAclReq = PutBucketAclRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .accessControlPolicy(acl) 
                .build(); 

            s3.putBucketAcl(putAclReq); 

        } catch (S3Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutBucketAclリファレンスのを参照してくださ
い。

バケットのウェブサイト設定を設定する

次のコード例は、S3 バケットのウェブサイト設定を設定する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void setWebsiteConfig( S3Client s3, String bucketName, String 
 indexDoc) { 

        try { 
            WebsiteConfiguration websiteConfig = WebsiteConfiguration.builder() 
                .indexDocument(IndexDocument.builder().suffix(indexDoc).build()) 
                .build(); 

            PutBucketWebsiteRequest pubWebsiteReq = PutBucketWebsiteRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .websiteConfiguration(websiteConfig) 
                .build(); 

            s3.putBucketWebsite(pubWebsiteReq); 
            System.out.println("The call was successful"); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutBucketWebsiteリファレンスのを参照してく
ださい。
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オブジェクトをバケットにアップロードする

次のコード例は、S3 バケットにオブジェクトをアップロードする方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

S3Client を使用してバケットにファイルをアップロードします。

    // This example uses RequestBody.fromFile to avoid loading the whole file into 
 memory. 
    public static void putS3Object(S3Client s3, String bucketName, String objectKey, 
 String objectPath) { 
        try { 
            Map<String, String> metadata = new HashMap<>(); 
            metadata.put("x-amz-meta-myVal", "test"); 
            PutObjectRequest putOb = PutObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(objectKey) 
                .metadata(metadata) 
                .build(); 

            s3.putObject(putOb, RequestBody.fromFile(new File(objectPath))); 
            System.out.println("Successfully placed " + objectKey +" into bucket 
 "+bucketName); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

TransferManagerS3 を使用してファイルをバケットにアップロードします。完全なファイルとテス
トを表示します。

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.S3TransferManager;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CompletedFileUpload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.FileUpload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.UploadFileRequest;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.progress.LoggingTransferListener;

import java.net.URL;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.UUID; 

    public String uploadFile(S3TransferManager transferManager, String bucketName, 
                             String key, String filePath) { 
        UploadFileRequest uploadFileRequest = 
            UploadFileRequest.builder() 
                .putObjectRequest(b -> b.bucket(bucketName).key(key)) 
                .addTransferListener(LoggingTransferListener.create()) 
                .source(Paths.get(filePath)) 
                .build(); 

        FileUpload fileUpload = transferManager.uploadFile(uploadFileRequest); 
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        CompletedFileUpload uploadResult = fileUpload.completionFuture().join(); 
        return uploadResult.response().eTag(); 
    }

S3Client を使用してオブジェクトをバケットにアップロードし、タグを設定します。

    public static void putS3ObjectTags(S3Client s3, String bucketName, String 
 objectKey, String objectPath) { 

        try { 

            Tag tag1 = Tag.builder() 
                .key("Tag 1") 
                .value("This is tag 1") 
                .build(); 

            Tag tag2 = Tag.builder() 
                .key("Tag 2") 
                .value("This is tag 2") 
                .build(); 

            List<Tag> tags = new ArrayList<>(); 
            tags.add(tag1); 
            tags.add(tag2); 

            Tagging allTags = Tagging.builder() 
                .tagSet(tags) 
                .build(); 

            PutObjectRequest putOb = PutObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(objectKey) 
                .tagging(allTags) 
                .build(); 

            s3.putObject(putOb, RequestBody.fromBytes(getObjectFile(objectPath))); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void updateObjectTags(S3Client s3, String bucketName, String 
 objectKey) { 

        try { 
            GetObjectTaggingRequest taggingRequest = GetObjectTaggingRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(objectKey) 
                .build(); 

            GetObjectTaggingResponse getTaggingRes = 
 s3.getObjectTagging(taggingRequest); 
            List<Tag> obTags = getTaggingRes.tagSet(); 
            for (Tag sinTag: obTags) { 
                System.out.println("The tag key is: "+sinTag.key()); 
                System.out.println("The tag value is: "+sinTag.value()); 
            } 

            // Replace the object's tags with two new tags. 
            Tag tag3 = Tag.builder() 
                .key("Tag 3") 
                .value("This is tag 3") 
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                .build(); 

            Tag tag4 = Tag.builder() 
                .key("Tag 4") 
                .value("This is tag 4") 
                .build(); 

            List<Tag> tags = new ArrayList<>(); 
            tags.add(tag3); 
            tags.add(tag4); 

            Tagging updatedTags = Tagging.builder() 
                .tagSet(tags) 
                .build(); 

            PutObjectTaggingRequest taggingRequest1 = PutObjectTaggingRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(objectKey) 
                .tagging(updatedTags) 
                .build(); 

            s3.putObjectTagging(taggingRequest1); 
            GetObjectTaggingResponse getTaggingRes2 = 
 s3.getObjectTagging(taggingRequest); 
            List<Tag> modTags = getTaggingRes2.tagSet(); 
            for (Tag sinTag: modTags) { 
                System.out.println("The tag key is: "+sinTag.key()); 
                System.out.println("The tag value is: "+sinTag.value()); 
            } 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

S3Client を使用してオブジェクトをバケットにアップロードし、メタデータを設定します。

    // This example uses RequestBody.fromFile to avoid loading the whole file into 
 memory. 
    public static void putS3Object(S3Client s3, String bucketName, String objectKey, 
 String objectPath) { 
        try { 
            Map<String, String> metadata = new HashMap<>(); 
            metadata.put("author", "Mary Doe"); 
            metadata.put("version", "1.0.0.0"); 

            PutObjectRequest putOb = PutObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(objectKey) 
                .metadata(metadata) 
                .build(); 

            s3.putObject(putOb, RequestBody.fromFile(new File(objectPath))); 
            System.out.println("Successfully placed " + objectKey +" into bucket 
 "+bucketName); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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S3Client を使用してオブジェクトをバケットにアップロードし、オブジェクトの保持値を設定しま
す。

    public static void setRentionPeriod(S3Client s3, String key, String bucket) { 

        try{ 
            LocalDate localDate = LocalDate.parse("2020-07-17"); 
            LocalDateTime localDateTime = localDate.atStartOfDay(); 
            Instant instant = localDateTime.toInstant(ZoneOffset.UTC); 

            ObjectLockRetention lockRetention = ObjectLockRetention.builder() 
                .mode("COMPLIANCE") 
                .retainUntilDate(instant) 
                .build(); 

            PutObjectRetentionRequest retentionRequest = 
 PutObjectRetentionRequest.builder() 
                .bucket(bucket) 
                .key(key) 
                .bypassGovernanceRetention(true) 
                .retention(lockRetention) 
                .build(); 

            // To set Retention on an object, the Amazon S3 bucket must support object 
 locking, otherwise an exception is thrown. 
            s3.putObjectRetention(retentionRequest); 
            System.out.print("An object retention configuration was successfully placed 
 on the object"); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutObjectリファレンスのを参照してください。

バケットへのディレクトリのアップロード

以下のコード例では、ローカルディレクトリを再帰的に Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットにアップロードする方法を示します。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

S3TransferManager を使用してローカルディレクトリをアップロードします。完全なファイルとテス
トを表示します。

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ObjectIdentifier;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.S3TransferManager;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.CompletedDirectoryUpload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.DirectoryUpload;
import software.amazon.awssdk.transfer.s3.model.UploadDirectoryRequest;

import java.net.URL;
import java.nio.file.Paths;
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import java.util.UUID; 

    public Integer uploadDirectory(S3TransferManager transferManager, 
                                   String sourceDirectory, String bucketName){ 
        DirectoryUpload directoryUpload = 
            transferManager.uploadDirectory(UploadDirectoryRequest.builder() 
                .source(Paths.get(sourceDirectory)) 
                .bucket(bucketName) 
                .build()); 

        CompletedDirectoryUpload completedDirectoryUpload = 
 directoryUpload.completionFuture().join(); 
        completedDirectoryUpload.failedTransfers().forEach(fail -> 
            logger.warn("Object [{}] failed to transfer", fail.toString())); 
        return completedDirectoryUpload.failedTransfers().size(); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UploadDirectoryリファレンスのを参照してくだ
さい。

シナリオ

署名付き URL を作成する

次のコード例は、Amazon S3 の署名付き URL を作成し、オブジェクトをアップロードする方法を示して
います。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void signBucket(S3Presigner presigner, String bucketName, String 
 keyName) { 

        try { 
            PutObjectRequest objectRequest = PutObjectRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .key(keyName) 
                .contentType("text/plain") 
                .build(); 

            PutObjectPresignRequest presignRequest = PutObjectPresignRequest.builder() 
                .signatureDuration(Duration.ofMinutes(10)) 
                .putObjectRequest(objectRequest) 
                .build(); 

            PresignedPutObjectRequest presignedRequest = 
 presigner.presignPutObject(presignRequest); 
            String myURL = presignedRequest.url().toString(); 
            System.out.println("Presigned URL to upload a file to: " +myURL); 
            System.out.println("Which HTTP method needs to be used when uploading a 
 file: " + presignedRequest.httpRequest().method()); 

            // Upload content to the Amazon S3 bucket by using this URL. 
            URL url = presignedRequest.url(); 

            // Create the connection and use it to upload the new object by using the 
 presigned URL. 
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            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
            connection.setDoOutput(true); 
            connection.setRequestProperty("Content-Type","text/plain"); 
            connection.setRequestMethod("PUT"); 
            OutputStreamWriter out = new 
 OutputStreamWriter(connection.getOutputStream()); 
            out.write("This text was uploaded as an object by using a presigned URL."); 
            out.close(); 

            connection.getResponseCode(); 
            System.out.println("HTTP response code is " + 
 connection.getResponseCode()); 

        } catch (S3Exception | IOException e) { 
            e.getStackTrace(); 
        } 
    }

バケットとオブジェクトの使用を開始する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• バケットを作成し、そこにファイルをアップロードします。
• バケットからオブジェクトをダウンロードします。
• バケット内のサブフォルダにオブジェクトをコピーします。
• バケット内のオブジェクトを一覧表示します。
• バケットオブジェクトとバケットを削除します。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 *  Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 *  For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 *  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 *  This Java code example performs the following tasks: 
 * 
 *  1. Creates an Amazon S3 bucket. 
 *  2. Uploads an object to the bucket. 
 *  3. Downloads the object to another local file. 
 *  4. Uploads an object using multipart upload. 
 *  5. List all objects located in the Amazon S3 bucket. 
 *  6. Copies the object to another Amazon S3 bucket. 
 *  7. Deletes the object from the Amazon S3 bucket. 
 *  8. Deletes the Amazon S3 bucket. 
 */

public class S3Scenario { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
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        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <bucketName> <key> <objectPath> <savePath> <toBucket>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    bucketName - The Amazon S3 bucket to create.\n\n" + 
            "    key - The key to use.\n\n" + 
            "    objectPath - The path where the file is located (for example, C:/AWS/
book2.pdf). "+ 
            "    savePath - The path where the file is saved after it's downloaded (for 
 example, C:/AWS/book2.pdf). " + 
            "    toBucket - An Amazon S3 bucket to where an object is copied to (for 
 example, C:/AWS/book2.pdf). "; 

        if (args.length != 5) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String bucketName = args[0]; 
        String key = args[1]; 
        String objectPath = args[2]; 
        String savePath = args[3]; 
        String toBucket = args[4] ; 

        ProfileCredentialsProvider credentialsProvider = 
 ProfileCredentialsProvider.create(); 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        S3Client s3 = S3Client.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(credentialsProvider) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon S3 example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Create an Amazon S3 bucket."); 
        createBucket(s3, bucketName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Update a local file to the Amazon S3 bucket."); 
        uploadLocalFile(s3, bucketName, key, objectPath); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Download the object to another local file."); 
        getObjectBytes (s3, bucketName, key, savePath); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Perform a multipart upload."); 
        String multipartKey = "multiPartKey"; 
        multipartUpload(s3, toBucket, multipartKey); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. List all objects located in the Amazon S3 bucket."); 
        listAllObjects(s3, bucketName); 
        anotherListExample(s3, bucketName) ; 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Copy the object to another Amazon S3 bucket."); 
        copyBucketObject (s3, bucketName, key, toBucket); 
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        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Delete the object from the Amazon S3 bucket."); 
        deleteObjectFromBucket(s3, bucketName, key); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Delete the Amazon S3 bucket."); 
        deleteBucket(s3, bucketName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("All Amazon S3 operations were successfully performed"); 
        System.out.println(DASHES); 
        s3.close(); 
    } 

    // Create a bucket by using a S3Waiter object. 
    public static void createBucket( S3Client s3Client, String bucketName) { 
        try { 
            S3Waiter s3Waiter = s3Client.waiter(); 
            CreateBucketRequest bucketRequest = CreateBucketRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            s3Client.createBucket(bucketRequest); 
            HeadBucketRequest bucketRequestWait = HeadBucketRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            // Wait until the bucket is created and print out the response. 
            WaiterResponse<HeadBucketResponse> waiterResponse = 
 s3Waiter.waitUntilBucketExists(bucketRequestWait); 
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            System.out.println(bucketName +" is ready"); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteBucket(S3Client client, String bucket) { 
        DeleteBucketRequest deleteBucketRequest = DeleteBucketRequest.builder() 
            .bucket(bucket) 
            .build(); 

        client.deleteBucket(deleteBucketRequest); 
        System.out.println(bucket +" was deleted."); 
    } 

    /** 
     * Upload an object in parts. 
     */ 
    public static void multipartUpload(S3Client s3, String bucketName, String key) { 
        int mB = 1024 * 1024; 
        // First create a multipart upload and get the upload id. 
        CreateMultipartUploadRequest createMultipartUploadRequest = 
 CreateMultipartUploadRequest.builder() 
            .bucket(bucketName) 
            .key(key) 
            .build(); 

        CreateMultipartUploadResponse response = 
 s3.createMultipartUpload(createMultipartUploadRequest); 
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        String uploadId = response.uploadId(); 
        System.out.println(uploadId); 

        // Upload all the different parts of the object. 
        UploadPartRequest uploadPartRequest1 = UploadPartRequest.builder() 
            .bucket(bucketName) 
            .key(key) 
            .uploadId(uploadId) 
            .partNumber(1).build(); 

        String etag1 = s3.uploadPart(uploadPartRequest1, 
 RequestBody.fromByteBuffer(getRandomByteBuffer(5 * mB))).eTag(); 
        CompletedPart part1 = 
 CompletedPart.builder().partNumber(1).eTag(etag1).build(); 

        UploadPartRequest uploadPartRequest2 = 
 UploadPartRequest.builder().bucket(bucketName).key(key) 
            .uploadId(uploadId) 
            .partNumber(2).build(); 
        String etag2 = s3.uploadPart(uploadPartRequest2, 
 RequestBody.fromByteBuffer(getRandomByteBuffer(3 * mB))).eTag(); 
        CompletedPart part2 = 
 CompletedPart.builder().partNumber(2).eTag(etag2).build(); 

        // Call completeMultipartUpload operation to tell S3 to merge all uploaded 
        // parts and finish the multipart operation. 
        CompletedMultipartUpload completedMultipartUpload = 
 CompletedMultipartUpload.builder() 
            .parts(part1, part2) 
            .build(); 

        CompleteMultipartUploadRequest completeMultipartUploadRequest = 
 CompleteMultipartUploadRequest.builder() 
            .bucket(bucketName) 
            .key(key) 
            .uploadId(uploadId) 
            .multipartUpload(completedMultipartUpload) 
            .build(); 

        s3.completeMultipartUpload(completeMultipartUploadRequest); 
    } 

    private static ByteBuffer getRandomByteBuffer(int size) { 
        byte[] b = new byte[size]; 
        new Random().nextBytes(b); 
        return ByteBuffer.wrap(b); 
    } 

    public static void getObjectBytes (S3Client s3, String bucketName, String keyName, 
 String path ) { 
        try { 
            GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest 
                .builder() 
                .key(keyName) 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes = 
 s3.getObjectAsBytes(objectRequest); 
            byte[] data = objectBytes.asByteArray(); 

            // Write the data to a local file. 
            File myFile = new File(path); 
            OutputStream os = new FileOutputStream(myFile); 
            os.write(data); 
            System.out.println("Successfully obtained bytes from an S3 object"); 
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            os.close(); 

        } catch (IOException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void uploadLocalFile(S3Client s3, String bucketName, String key, 
 String objectPath) { 
        PutObjectRequest objectRequest = PutObjectRequest.builder() 
            .bucket(bucketName) 
            .key(key) 
            .build(); 

        s3.putObject(objectRequest, RequestBody.fromFile(new File(objectPath))); 
    } 

    public static void listAllObjects(S3Client s3, String bucketName) { 
        ListObjectsV2Request listObjectsReqManual = ListObjectsV2Request.builder() 
            .bucket(bucketName) 
            .maxKeys(1) 
            .build(); 

        boolean done = false; 
        while (!done) { 
            ListObjectsV2Response listObjResponse = 
 s3.listObjectsV2(listObjectsReqManual); 
            for (S3Object content : listObjResponse.contents()) { 
                System.out.println(content.key()); 
            } 

            if (listObjResponse.nextContinuationToken() == null) { 
                done = true; 
            } 

            listObjectsReqManual = listObjectsReqManual.toBuilder() 
                .continuationToken(listObjResponse.nextContinuationToken()) 
                .build(); 
        } 
    } 

    public static void anotherListExample(S3Client s3, String bucketName) { 
       ListObjectsV2Request listReq = ListObjectsV2Request.builder() 
           .bucket(bucketName) 
           .maxKeys(1) 
           .build(); 

       ListObjectsV2Iterable listRes = s3.listObjectsV2Paginator(listReq); 

       // Process response pages. 
       listRes.stream() 
           .flatMap(r -> r.contents().stream()) 
           .forEach(content -> System.out.println(" Key: " + content.key() + " size = " 
 + content.size())); 

        // Helper method to work with paginated collection of items directly. 
        listRes.contents().stream() 
            .forEach(content -> System.out.println(" Key: " + content.key() + " size = 
 " + content.size())); 

        for (S3Object content : listRes.contents()) { 
            System.out.println(" Key: " + content.key() + " size = " + content.size()); 
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        } 
    } 

    public static void deleteObjectFromBucket(S3Client s3, String bucketName, String 
 key) { 
        DeleteObjectRequest deleteObjectRequest = DeleteObjectRequest.builder() 
            .bucket(bucketName) 
            .key(key) 
            .build(); 

        s3.deleteObject(deleteObjectRequest); 
        System.out.println(key +" was deleted"); 
    } 

    public static String copyBucketObject (S3Client s3, String fromBucket, String 
 objectKey, String toBucket) { 
        String encodedUrl = null; 
        try { 
            encodedUrl = URLEncoder.encode(fromBucket + "/" + objectKey, 
 StandardCharsets.UTF_8.toString()); 
        } catch (UnsupportedEncodingException e) { 
            System.out.println("URL could not be encoded: " + e.getMessage()); 
        } 
        CopyObjectRequest copyReq = CopyObjectRequest.builder() 
            .copySource(encodedUrl) 
            .destinationBucket(toBucket) 
            .destinationKey(objectKey) 
            .build(); 

        try { 
            CopyObjectResponse copyRes = s3.copyObject(copyReq); 
            System.out.println("The "+ objectKey +" was copied to "+toBucket); 
            return copyRes.copyObjectResult().toString(); 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }
}

• 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。
• CopyObject
• CreateBucket
• DeleteBucket
• DeleteObjects
• GetObject
• ListObjects
• PutObject

大きなファイルをアップロードまたはダウンロードする

次のコード例は、Amazon S3 との間で大きなファイルをアップロードまたはダウンロードする方法を示し
ています。

詳細については、「マルチパートアップロードを使用したオブジェクトのアップロード」を参照してくだ
さい。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

S3 を使用して、S3バケットとの間でファイルを転送する関数を呼び出しますTransferManager。

    public Integer downloadObjectsToDirectory(S3TransferManager transferManager, 
                                              String destinationPath, String 
 bucketName) { 
        DirectoryDownload directoryDownload = 
            transferManager.downloadDirectory(DownloadDirectoryRequest.builder() 
                .destination(Paths.get(destinationPath)) 
                .bucket(bucketName) 
                .build()); 
        CompletedDirectoryDownload completedDirectoryDownload = 
 directoryDownload.completionFuture().join(); 

        completedDirectoryDownload.failedTransfers().forEach(fail -> 
            logger.warn("Object [{}] failed to transfer", fail.toString())); 
        return completedDirectoryDownload.failedTransfers().size(); 
    }

ローカルディレクトリ全体をアップロードします。

    public Integer uploadDirectory(S3TransferManager transferManager, 
                                   String sourceDirectory, String bucketName){ 
        DirectoryUpload directoryUpload = 
            transferManager.uploadDirectory(UploadDirectoryRequest.builder() 
                .source(Paths.get(sourceDirectory)) 
                .bucket(bucketName) 
                .build()); 

        CompletedDirectoryUpload completedDirectoryUpload = 
 directoryUpload.completionFuture().join(); 
        completedDirectoryUpload.failedTransfers().forEach(fail -> 
            logger.warn("Object [{}] failed to transfer", fail.toString())); 
        return completedDirectoryUpload.failedTransfers().size(); 
    }

1 つのファイルをアップロードします。

    public String uploadFile(S3TransferManager transferManager, String bucketName, 
                             String key, String filePath) { 
        UploadFileRequest uploadFileRequest = 
            UploadFileRequest.builder() 
                .putObjectRequest(b -> b.bucket(bucketName).key(key)) 
                .addTransferListener(LoggingTransferListener.create()) 
                .source(Paths.get(filePath)) 
                .build(); 

        FileUpload fileUpload = transferManager.uploadFile(uploadFileRequest); 

        CompletedFileUpload uploadResult = fileUpload.completionFuture().join(); 
        return uploadResult.response().eTag(); 
    }
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Java 2.x 用 SDK を使用した S3 グレイシャーの例
次のコード例は、による S3 Glacier を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示しています。AWS 
SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション
ボールトを作成する

次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void createGlacierVault(GlacierClient glacier, String vaultName ) { 

        try { 
            CreateVaultRequest vaultRequest = CreateVaultRequest.builder() 
                .vaultName(vaultName) 
                .build(); 

            CreateVaultResponse createVaultResult = glacier.createVault(vaultRequest); 
            System.out.println("The URI of the new vault is " + 
 createVaultResult.location()); 

        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateVaultリファレンスのを参照してくださ
い。

ボールトを削除します。

次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void deleteGlacierVault(GlacierClient glacier, String vaultName) { 

        try { 
            DeleteVaultRequest delVaultRequest = DeleteVaultRequest.builder() 
                .vaultName(vaultName) 
                .build(); 

            glacier.deleteVault(delVaultRequest); 
            System.out.println("The vault was deleted!"); 

        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteVaultリファレンスのを参照してくださ
い。

アーカイブを削除します。

次のコード例は、Amazon S3 Glacier アーカイブを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteGlacierArchive(GlacierClient glacier, String vaultName, 
 String accountId, String archiveId) { 
        try { 
            DeleteArchiveRequest delArcRequest = DeleteArchiveRequest.builder() 
                .vaultName(vaultName) 
                .accountId(accountId) 
                .archiveId(archiveId) 
                .build(); 

            glacier.deleteArchive(delArcRequest); 
            System.out.println("The vault was deleted!"); 

        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteArchiveリファレンスのを参照してくださ
い。

ボールトのリスト

次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトを一覧表示する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllVault(GlacierClient glacier) { 

        boolean listComplete = false; 
        String newMarker = null; 
        int totalVaults = 0; 
        System.out.println("Your Amazon Glacier vaults:"); 

        try { 

            while (!listComplete) { 
                ListVaultsResponse response = null; 
                if (newMarker != null) { 
                    ListVaultsRequest request = ListVaultsRequest.builder() 
                        .marker(newMarker) 
                        .build(); 

                    response = glacier.listVaults(request); 
                } else { 
                    ListVaultsRequest request = ListVaultsRequest.builder() 
                        .build(); 
                    response = glacier.listVaults(request); 
                } 

                List<DescribeVaultOutput> vaultList = response.vaultList(); 
                for (DescribeVaultOutput v: vaultList) { 
                    totalVaults += 1; 
                    System.out.println("* " + v.vaultName()); 
                } 

                // Check for further results. 
                newMarker = response.marker(); 
                if (newMarker == null) { 
                    listComplete = true; 
                } 
            } 

            if (totalVaults == 0) { 
                System.out.println("No vaults found."); 
            } 

        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListVaultsリファレンスのを参照してください。

ボールトインベントリの取得

次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトインベントリを取得する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createJob(GlacierClient glacier, String vaultName, String 
 accountId) { 

        try { 

            JobParameters job = JobParameters.builder() 
                .type("inventory-retrieval") 
                .build(); 

            InitiateJobRequest initJob = InitiateJobRequest.builder() 
                .jobParameters(job) 
                .accountId(accountId) 
                .vaultName(vaultName) 
                .build(); 

            InitiateJobResponse response = glacier.initiateJob(initJob); 
            System.out.println("The job ID is: " +response.jobId()) ; 
            System.out.println("The relative URI path of the job is: " 
 +response.location()) ; 
            return response.jobId(); 

        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 

        } 
        return ""; 
    } 

    //  Poll S3 Glacier = Polling a Job may take 4-6 hours according to the 
 Documentation. 
    public static void checkJob(GlacierClient glacier, String jobId, String name, 
 String account, String path) { 

       try{ 
           boolean finished = false; 
           String jobStatus; 
           int yy=0; 

           while (!finished) { 
               DescribeJobRequest jobRequest = DescribeJobRequest.builder() 
                   .jobId(jobId) 
                   .accountId(account) 
                   .vaultName(name) 
                   .build(); 

                DescribeJobResponse response = glacier.describeJob(jobRequest); 
                jobStatus = response.statusCodeAsString(); 

               if (jobStatus.compareTo("Succeeded") == 0) 
                   finished = true; 
               else { 
                   System.out.println(yy + " status is: " + jobStatus); 
                   Thread.sleep(1000); 
               } 
               yy++; 
           } 
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           System.out.println("Job has Succeeded"); 
           GetJobOutputRequest jobOutputRequest = GetJobOutputRequest.builder() 
               .jobId(jobId) 
               .vaultName(name) 
               .accountId(account) 
               .build(); 

           ResponseBytes<GetJobOutputResponse> objectBytes = 
 glacier.getJobOutputAsBytes(jobOutputRequest); 
           // Write the data to a local file. 
           byte[] data = objectBytes.asByteArray(); 
           File myFile = new File(path); 
           OutputStream os = new FileOutputStream(myFile); 
           os.write(data); 
           System.out.println("Successfully obtained bytes from a Glacier vault"); 
           os.close(); 

       } catch(GlacierException | InterruptedException | IOException e) { 
           System.out.println(e.getMessage()); 
           System.exit(1); 

       } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI InitiateJobリファレンスのを参照してください。

ボールトにアーカイブをアップロードする

次のコード例は、アーカイブをAmazon S3 Glacier ボールトにアップロードする方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String uploadContent(GlacierClient glacier, Path path, String 
 vaultName, File myFile) { 

        // Get an SHA-256 tree hash value. 
        String checkVal = computeSHA256(myFile); 
        try { 
            UploadArchiveRequest uploadRequest = UploadArchiveRequest.builder() 
                .vaultName(vaultName) 
                .checksum(checkVal) 
                .build(); 

            UploadArchiveResponse res = glacier.uploadArchive(uploadRequest, path); 
            return res.archiveId(); 

        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    private static String computeSHA256(File inputFile) { 

        try { 
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            byte[] treeHash = computeSHA256TreeHash(inputFile); 
            System.out.printf("SHA-256 tree hash = %s\n", toHex(treeHash)); 
            return toHex(treeHash); 

        } catch (IOException ioe) { 
            System.err.format("Exception when reading from file %s: %s", inputFile, 
 ioe.getMessage()); 
            System.exit(-1); 

        } catch (NoSuchAlgorithmException nsae) { 
            System.err.format("Cannot locate MessageDigest algorithm for SHA-256: %s", 
 nsae.getMessage()); 
            System.exit(-1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static byte[] computeSHA256TreeHash(File inputFile) throws IOException, 
            NoSuchAlgorithmException { 

        byte[][] chunkSHA256Hashes = getChunkSHA256Hashes(inputFile); 
        return computeSHA256TreeHash(chunkSHA256Hashes); 
    } 

    /** 
     * Computes an SHA256 checksum for each 1 MB chunk of the input file. This 
     * includes the checksum for the last chunk, even if it's smaller than 1 MB. 
     */ 
    public static byte[][] getChunkSHA256Hashes(File file) throws IOException, 
            NoSuchAlgorithmException { 

        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 
        long numChunks = file.length() / ONE_MB; 
        if (file.length() % ONE_MB > 0) { 
            numChunks++; 
        } 

        if (numChunks == 0) { 
            return new byte[][] { md.digest() }; 
        } 

        byte[][] chunkSHA256Hashes = new byte[(int) numChunks][]; 
        FileInputStream fileStream = null; 

        try { 
            fileStream = new FileInputStream(file); 
            byte[] buff = new byte[ONE_MB]; 

            int bytesRead; 
            int idx = 0; 

            while ((bytesRead = fileStream.read(buff, 0, ONE_MB)) > 0) { 
                md.reset(); 
                md.update(buff, 0, bytesRead); 
                chunkSHA256Hashes[idx++] = md.digest(); 
            } 

            return chunkSHA256Hashes; 

        } finally { 
            if (fileStream != null) { 
                try { 
                    fileStream.close(); 
                } catch (IOException ioe) { 
                    System.err.printf("Exception while closing %s.\n %s", 
 file.getName(), 
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                            ioe.getMessage()); 
                } 
            } 
        } 
    } 

    /** 
     * Computes the SHA-256 tree hash for the passed array of 1 MB chunk 
     * checksums. 
     */ 
    public static byte[] computeSHA256TreeHash(byte[][] chunkSHA256Hashes) 
            throws NoSuchAlgorithmException { 

        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 
        byte[][] prevLvlHashes = chunkSHA256Hashes; 
        while (prevLvlHashes.length > 1) { 
            int len = prevLvlHashes.length / 2; 
            if (prevLvlHashes.length % 2 != 0) { 
                len++; 
            } 

            byte[][] currLvlHashes = new byte[len][]; 
            int j = 0; 
            for (int i = 0; i < prevLvlHashes.length; i = i + 2, j++) { 

                // If there are at least two elements remaining. 
                if (prevLvlHashes.length - i > 1) { 

                    // Calculate a digest of the concatenated nodes. 
                    md.reset(); 
                    md.update(prevLvlHashes[i]); 
                    md.update(prevLvlHashes[i + 1]); 
                    currLvlHashes[j] = md.digest(); 

                } else { // Take care of the remaining odd chunk 
                    currLvlHashes[j] = prevLvlHashes[i]; 
                } 
            } 

            prevLvlHashes = currLvlHashes; 
        } 

        return prevLvlHashes[0]; 
    } 

    /** 
     * Returns the hexadecimal representation of the input byte array 
     */ 
    public static String toHex(byte[] data) { 
        StringBuilder sb = new StringBuilder(data.length * 2); 
        for (byte datum : data) { 
            String hex = Integer.toHexString(datum & 0xFF); 

            if (hex.length() == 1) { 
                // Append leading zero. 
                sb.append("0"); 
            } 
            sb.append(hex); 
        } 
        return sb.toString().toLowerCase(); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UploadArchiveリファレンスのを参照してくださ
い。
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Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon SES の例
次のコード例は、Amazon SESAWS SDK for Java 2.x を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示し
ています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

E メールテンプレートを一覧表示する

次のコード例は、Amazon SES E メールテンプレートを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllTemplates(SesV2Client sesv2Client) { 

        try { 
            ListEmailTemplatesRequest templatesRequest = 
 ListEmailTemplatesRequest.builder() 
                .pageSize(1) 
                .build(); 

            ListEmailTemplatesResponse response = 
 sesv2Client.listEmailTemplates(templatesRequest); 
            response.templatesMetadata().forEach(template -> 
                    System.out.println("Template name: " + template.templateName())); 

        } catch (SesV2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListTemplatesリファレンスのを参照してくださ
い。

ID を一覧表示する

次のコード例は、Amazon SES ID を一覧表示する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listSESIdentities(SesClient client) { 

        try { 
            ListIdentitiesResponse identitiesResponse = client.listIdentities(); 
            List<String> identities = identitiesResponse.identities(); 
            for (String identity: identities) { 
                System.out.println("The identity is "+identity); 
            } 

        } catch (SesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListIdentitiesリファレンスのを参照してくださ
い。

E メールの送信

次のコード例は、Amazon SES から E メールを送信する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void send(SesClient client, 
                            String sender, 
                            String recipient, 
                            String subject, 
                            String bodyHTML 
    ) throws MessagingException { 

        Destination destination = Destination.builder() 
            .toAddresses(recipient) 
            .build(); 

        Content content = Content.builder() 
            .data(bodyHTML) 
            .build(); 

        Content sub = Content.builder() 
            .data(subject) 
            .build(); 

        Body body = Body.builder() 
            .html(content) 
            .build(); 
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        Message msg = Message.builder() 
            .subject(sub) 
            .body(body) 
            .build(); 

        SendEmailRequest emailRequest = SendEmailRequest.builder() 
            .destination(destination) 
            .message(msg) 
            .source(sender) 
            .build(); 

        try { 
            System.out.println("Attempting to send an email through Amazon SES " + 
 "using the AWS SDK for Java..."); 
            client.sendEmail(emailRequest); 

        } catch (SesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void sendemailAttachment(SesClient client, 
                            String sender, 
                            String recipient, 
                            String subject, 
                            String bodyText, 
                            String bodyHTML, 
                            String fileLocation) throws AddressException, 
 MessagingException, IOException { 

        java.io.File theFile = new java.io.File(fileLocation); 
        byte[] fileContent = Files.readAllBytes(theFile.toPath()); 

        Session session = Session.getDefaultInstance(new Properties()); 

        // Create a new MimeMessage object. 
        MimeMessage message = new MimeMessage(session); 

        // Add subject, from and to lines. 
        message.setSubject(subject, "UTF-8"); 
        message.setFrom(new InternetAddress(sender)); 
        message.setRecipients(Message.RecipientType.TO, 
 InternetAddress.parse(recipient)); 

        // Create a multipart/alternative child container. 
        MimeMultipart msgBody = new MimeMultipart("alternative"); 

        // Create a wrapper for the HTML and text parts. 
        MimeBodyPart wrap = new MimeBodyPart(); 

        // Define the text part. 
        MimeBodyPart textPart = new MimeBodyPart(); 
        textPart.setContent(bodyText, "text/plain; charset=UTF-8"); 

        // Define the HTML part. 
        MimeBodyPart htmlPart = new MimeBodyPart(); 
        htmlPart.setContent(bodyHTML, "text/html; charset=UTF-8"); 

        // Add the text and HTML parts to the child container. 
        msgBody.addBodyPart(textPart); 
        msgBody.addBodyPart(htmlPart); 

        // Add the child container to the wrapper object. 
        wrap.setContent(msgBody); 
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        // Create a multipart/mixed parent container. 
        MimeMultipart msg = new MimeMultipart("mixed"); 

        // Add the parent container to the message. 
        message.setContent(msg); 
        msg.addBodyPart(wrap); 

        // Define the attachment. 
        MimeBodyPart att = new MimeBodyPart(); 
        DataSource fds = new ByteArrayDataSource(fileContent, "application/
vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"); 
        att.setDataHandler(new DataHandler(fds)); 

        String reportName = "WorkReport.xls"; 
        att.setFileName(reportName); 

        // Add the attachment to the message. 
        msg.addBodyPart(att); 

        try { 
            System.out.println("Attempting to send an email through Amazon SES " + 
 "using the AWS SDK for Java..."); 

            ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream(); 
            message.writeTo(outputStream); 

            ByteBuffer buf = ByteBuffer.wrap(outputStream.toByteArray()); 

            byte[] arr = new byte[buf.remaining()]; 
            buf.get(arr); 

            SdkBytes data = SdkBytes.fromByteArray(arr); 
            RawMessage rawMessage = RawMessage.builder() 
                .data(data) 
                .build(); 

            SendRawEmailRequest rawEmailRequest = SendRawEmailRequest.builder() 
                .rawMessage(rawMessage) 
                .build(); 

            client.sendRawEmail(rawEmailRequest); 

        } catch (SesException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Email sent using SesClient with attachment"); 
     }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SendEmailリファレンスのを参照してください。

テンプレートで作成された E メールを送信する

次のコード例は、Amazon SES からテンプレートで作成された E メールを送信する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void send(SesV2Client client, String sender, String recipient, String 
 templateName){ 

        Destination destination = Destination.builder() 
            .toAddresses(recipient) 
            .build(); 

        /* 
         Specify both name and favorite animal (favoriteanimal) in your code when 
 defining the Template object. 
         If you don't specify all the variables in the template, Amazon SES doesn't 
 send the email. 
        */ 
        Template myTemplate = Template.builder() 
            .templateName(templateName) 
            .templateData("{\n" + 
              "  \"name\": \"Jason\"\n," + 
              "  \"favoriteanimal\": \"Cat\"\n" + 
              "}") 
            .build(); 

        EmailContent emailContent = EmailContent.builder() 
            .template(myTemplate) 
            .build(); 

        SendEmailRequest emailRequest = SendEmailRequest.builder() 
            .destination(destination) 
            .content(emailContent) 
            .fromEmailAddress(sender) 
            .build(); 

        try { 
            System.out.println("Attempting to send an email based on a template using 
 the AWS SDK for Java (v2)..."); 
            client.sendEmail(emailRequest); 
            System.out.println("email based on a template was sent"); 

        } catch (SesV2Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SendTemplatedEmailリファレンスのを参照して
ください。

Java 2.x SDK を使用した Amazon SES API v2 の例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with SES API v2 を使用して Amazon SES API v2 を使用して一般
的なシナリオを実装する方法を示しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
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• アクション (p. 300)

アクション

E メールを送信する

次のコード例は、Amazon SES API v2 E メールを送信する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

メッセージを送信します。

        public static void send(SesV2Client client, 
                                String sender, 
                                String recipient, 
                                String subject, 
                                String bodyHTML 
        ){ 

            Destination destination = Destination.builder() 
                .toAddresses(recipient) 
                .build(); 

            Content content = Content.builder() 
                .data(bodyHTML) 
                .build(); 

            Content sub = Content.builder() 
                .data(subject) 
                .build(); 

            Body body = Body.builder() 
                .html(content) 
                .build(); 

            Message msg = Message.builder() 
                .subject(sub) 
                .body(body) 
                .build(); 

            EmailContent emailContent = EmailContent.builder() 
                .simple(msg) 
                 .build(); 

            SendEmailRequest emailRequest = SendEmailRequest.builder() 
                .destination(destination) 
                .content(emailContent) 
                .fromEmailAddress(sender) 
                .build(); 

            try { 
                System.out.println("Attempting to send an email through Amazon SES " + 
 "using the AWS SDK for Java..."); 
                client.sendEmail(emailRequest); 
                System.out.println("email was sent"); 

            } catch (SesV2Exception e) { 
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                System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
                System.exit(1); 
            } 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SendEmailリファレンスのを参照してください。

Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon SNS の例
次のコード例は、による Amazon SNS を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

トピックにタグを追加する

次のコード例は、Amazon SNS トピックにタグを追加する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void addTopicTags(SnsClient snsClient, String topicArn) { 

        try { 
            Tag tag = Tag.builder() 
                .key("Team") 
                .value("Development") 
                .build(); 

            Tag tag2 = Tag.builder() 
                .key("Environment") 
                .value("Gamma") 
                .build(); 

            List<Tag> tagList = new ArrayList<>(); 
            tagList.add(tag); 
            tagList.add(tag2); 

            TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder() 
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                .resourceArn(topicArn) 
                .tags(tagList) 
                .build(); 

            snsClient.tagResource(tagResourceRequest); 
            System.out.println("Tags have been added to "+topicArn); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI TagResourceリファレンスのを参照してくださ
い。

電話番号がオプトアウトしているか確認する

次のコード例は、電話番号が Amazon SNS メッセージの受信をオプトアウトしているかを確認する方法を
示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void checkPhone(SnsClient snsClient, String phoneNumber) { 

        try { 
            CheckIfPhoneNumberIsOptedOutRequest request = 
 CheckIfPhoneNumberIsOptedOutRequest.builder() 
                .phoneNumber(phoneNumber) 
                .build(); 

            CheckIfPhoneNumberIsOptedOutResponse result = 
 snsClient.checkIfPhoneNumberIsOptedOut(request); 
            System.out.println(result.isOptedOut() + "Phone Number " + phoneNumber + " 
 has Opted Out of receiving sns messages." + 
                "\n\nStatus was " + result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CheckIfPhoneNumberIsOptedOutリファレンス
のを参照してください。

エンドポイントの所有者が、メッセージを受信することを希望しているか確認する

次のコード例は、以前の Subscribe アクションでエンドポイントに送信したトークンを検証することに
よって、エンドポイントの所有者が Amazon SNS メッセージを受信することを希望しているか確認する方
法を示しています。
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void confirmSub(SnsClient snsClient, String subscriptionToken, String 
 topicArn ) { 

        try { 
            ConfirmSubscriptionRequest request = ConfirmSubscriptionRequest.builder() 
                .token(subscriptionToken) 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            ConfirmSubscriptionResponse result = 
 snsClient.confirmSubscription(request); 
            System.out.println("\n\nStatus was " + 
 result.sdkHttpResponse().statusCode() + "\n\nSubscription Arn: \n\n" + 
 result.subscriptionArn()); 

        } catch (SnsException e) { 
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
        System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ConfirmSubscriptionリファレンスのを参照して
ください。

トピックの作成

次のコード例は、Amazon SNS トピックを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createSNSTopic(SnsClient snsClient, String topicName ) { 

        CreateTopicResponse result = null; 
        try { 
            CreateTopicRequest request = CreateTopicRequest.builder() 
                .name(topicName) 
                .build(); 

            result = snsClient.createTopic(request); 
            return result.topicArn(); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
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    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateTopicリファレンスのを参照してくださ
い。

サブスクリプションの削除

次のコード例は、Amazon SNS サブスクリプションを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void unSub(SnsClient snsClient, String subscriptionArn) { 

        try { 
            UnsubscribeRequest request = UnsubscribeRequest.builder() 
                .subscriptionArn(subscriptionArn) 
                .build(); 

            UnsubscribeResponse result = snsClient.unsubscribe(request); 
            System.out.println("\n\nStatus was " + 
 result.sdkHttpResponse().statusCode() 
                + "\n\nSubscription was removed for " + request.subscriptionArn()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            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「Unsubscribe」を参照してく
ださい。

トピックの削除

次のコード例は、Amazon SNS トピックとそのトピックに対するすべてのサブスクリプションを削除する
方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteSNSTopic(SnsClient snsClient, String topicArn ) { 

        try { 
            DeleteTopicRequest request = DeleteTopicRequest.builder() 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 
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            DeleteTopicResponse result = snsClient.deleteTopic(request); 
            System.out.println("\n\nStatus was " + 
 result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteTopicリファレンスのを参照してくださ
い。

トピックのプロパティを取得する

次のコード例は、Amazon SNS トピックのプロパティを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getSNSTopicAttributes(SnsClient snsClient, String topicArn ) { 

        try { 
            GetTopicAttributesRequest request = GetTopicAttributesRequest.builder() 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            GetTopicAttributesResponse result = snsClient.getTopicAttributes(request); 
            System.out.println("\n\nStatus is " + result.sdkHttpResponse().statusCode() 
 + "\n\nAttributes: \n\n" + result.attributes()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetTopicAttributesリファレンスのを参照してく
ださい。

SNS SMS メッセージを送信するための設定を取得する

次のコード例は、Amazon SNS SMS メッセージを送信するための設定を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static void getSNSAttrutes(SnsClient snsClient,String topicArn ) { 

        try { 
            GetSubscriptionAttributesRequest request = 
 GetSubscriptionAttributesRequest.builder() 
                .subscriptionArn(topicArn) 
                .build(); 

            // Get the Subscription attributes 
            GetSubscriptionAttributesResponse res = 
 snsClient.getSubscriptionAttributes(request); 
            Map<String, String> map = res.attributes(); 

            // Iterate through the map 
            Iterator iter = map.entrySet().iterator(); 
            while (iter.hasNext()) { 
                Map.Entry entry = (Map.Entry) iter.next(); 
                System.out.println("[Key] : " + entry.getKey() + " [Value] : " + 
 entry.getValue()); 
            } 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        System.out.println("\n\nStatus was good"); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「GetSMSAttributes」を参照し
てください。

オプトアウトした電話番号を一覧表示する

次のコード例は、Amazon SNS メッセージの受信をオプトアウトした電話番号を一覧表示する方法を示し
ています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listOpts( SnsClient snsClient) { 

        try { 
            ListPhoneNumbersOptedOutRequest request = 
 ListPhoneNumbersOptedOutRequest.builder().build(); 
            ListPhoneNumbersOptedOutResponse result = 
 snsClient.listPhoneNumbersOptedOut(request); 
            System.out.println("Status is " + result.sdkHttpResponse().statusCode() + 
 "\n\nPhone Numbers: \n\n" + result.phoneNumbers()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListPhoneNumbersOptedOutリファレンスのを参
照してください。

トピックのサブスクライバーの一覧表示

次のコード例は、Amazon SNS トピックのサブスクライバーのリストを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listSNSSubscriptions( SnsClient snsClient) { 

        try { 
            ListSubscriptionsRequest request = ListSubscriptionsRequest.builder() 
                .build(); 

            ListSubscriptionsResponse result = snsClient.listSubscriptions(request); 
            System.out.println(result.subscriptions()); 

        } catch (SnsException e) { 

            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListSubscriptionsリファレンスのを参照してくだ
さい。

トピックを一覧表示する

次のコード例は、Amazon SNS トピックを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listSNSTopics(SnsClient snsClient) { 

        try { 
            ListTopicsRequest request = ListTopicsRequest.builder() 
                   .build(); 

            ListTopicsResponse result = snsClient.listTopics(request); 
            System.out.println("Status was " + result.sdkHttpResponse().statusCode() + 
 "\n\nTopics\n\n" + result.topics()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
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        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListTopicsリファレンスのを参照してください。

SMS テキストメッセージを発行する

次のコード例は、Amazon SNS を使用して SMS メッセージを発行する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void pubTextSMS(SnsClient snsClient, String message, String 
 phoneNumber) { 
        try { 
            PublishRequest request = PublishRequest.builder() 
                .message(message) 
                .phoneNumber(phoneNumber) 
                .build(); 

            PublishResponse result = snsClient.publish(request); 
            System.out.println(result.messageId() + " Message sent. Status was " + 
 result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI リファレンスの「発行」を参照してください。

トピックへの発行

次のコード例は、Amazon SNS トピックにメッセージを発行する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void pubTopic(SnsClient snsClient, String message, String topicArn) { 

        try { 
            PublishRequest request = PublishRequest.builder() 
                .message(message) 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            PublishResponse result = snsClient.publish(request); 
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            System.out.println(result.messageId() + " Message sent. Status is " + 
 result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

         } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
         } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI リファレンスの「発行」を参照してください。

フィルターポリシーを設定する

次のコード例は、Amazon SNS フィルターポリシーを設定する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void usePolicy(SnsClient snsClient, String subscriptionArn) { 

        try { 
            SNSMessageFilterPolicy fp = new SNSMessageFilterPolicy(); 
            // Add a filter policy attribute with a single value 
            fp.addAttribute("store", "example_corp"); 
            fp.addAttribute("event", "order_placed"); 

            // Add a prefix attribute 
            fp.addAttributePrefix("customer_interests", "bas"); 

            // Add an anything-but attribute 
            fp.addAttributeAnythingBut("customer_interests", "baseball"); 

            // Add a filter policy attribute with a list of values 
            ArrayList<String> attributeValues = new ArrayList<>(); 
            attributeValues.add("rugby"); 
            attributeValues.add("soccer"); 
            attributeValues.add("hockey"); 
            fp.addAttribute("customer_interests", attributeValues); 

            // Add a numeric attribute 
            fp.addAttribute("price_usd", "=", 0); 

            // Add a numeric attribute with a range 
            fp.addAttributeRange("price_usd", ">", 0, "<=", 100); 

            // Apply the filter policy attributes to an Amazon SNS subscription 
            fp.apply(snsClient, subscriptionArn); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SetSubscriptionAttributesリファレンスのを参照
してください。

711

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/sns-2010-03-31/Publish
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/sns#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/sns-2010-03-31/SetSubscriptionAttributes


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

SMS メッセージを送信するためのデフォルト設定を設定する

次のコード例は、Amazon SNS を使用した SMS メッセージを送信するためのデフォルト設定を設定する
方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

public class SetSMSAttributes { 
    public static void main(String[] args) { 

        HashMap<String, String> attributes = new HashMap<>(1); 
        attributes.put("DefaultSMSType", "Transactional"); 
        attributes.put("UsageReportS3Bucket", "janbucket" ); 

        SnsClient snsClient = SnsClient.builder() 
            .region(Region.US_EAST_1) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 
        setSNSAttributes(snsClient, attributes); 
        snsClient.close(); 
    } 

    public static void setSNSAttributes( SnsClient snsClient, HashMap<String, String> 
 attributes) { 

        try { 
            SetSmsAttributesRequest request = SetSmsAttributesRequest.builder() 
                .attributes(attributes) 
                .build(); 

            SetSmsAttributesResponse result = snsClient.setSMSAttributes(request); 
            System.out.println("Set default Attributes to " + attributes + ". Status 
 was " + result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SetSmsAttributesリファレンスのを参照してくだ
さい。

トピック属性を設定する

次のコード例は、Amazon SNS トピック属性を設定する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void setTopAttr(SnsClient snsClient, String attribute, String 
 topicArn, String value) { 
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        try { 
            SetTopicAttributesRequest request = SetTopicAttributesRequest.builder() 
                .attributeName(attribute) 
                .attributeValue(value) 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            SetTopicAttributesResponse result = snsClient.setTopicAttributes(request); 
            System.out.println("\n\nStatus was " + 
 result.sdkHttpResponse().statusCode() + "\n\nTopic " + request.topicArn() 
                + " updated " + request.attributeName() + " to " + 
 request.attributeValue()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SetTopicAttributesリファレンスのを参照してく
ださい。

Lambda 関数をトピックにサブスクライブする

次のコード例は、Lambda 関数をサブスクライブし、Amazon SNS トピックから通知を受信するようにす
る方法を示します。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String subLambda(SnsClient snsClient, String topicArn, String 
 lambdaArn) { 

        try { 
            SubscribeRequest request = SubscribeRequest.builder() 
                .protocol("lambda") 
                .endpoint(lambdaArn) 
                .returnSubscriptionArn(true) 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            SubscribeResponse result = snsClient.subscribe(request); 
            return result.subscriptionArn(); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「Subscribe」を参照してくださ
い。
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HTTP エンドポイントをトピックにサブスクライブする

次のコード例は、HTTP または HTTPS エンドポイントをサブスクライブし、Amazon SNS トピックから
通知を受信するようにする方法を示します。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void subHTTPS(SnsClient snsClient, String topicArn, String url ) { 

        try { 
            SubscribeRequest request = SubscribeRequest.builder() 
                .protocol("https") 
                .endpoint(url) 
                .returnSubscriptionArn(true) 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            SubscribeResponse result = snsClient.subscribe(request); 
            System.out.println("Subscription ARN is " + result.subscriptionArn() + "\n
\n Status is " + result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            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「Subscribe」を参照してくださ
い。

E メールアドレスを SNS トピックにサブスクライブする

次のコード例は、Amazon SNS トピックに E メールアドレスをサブスクライブする方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void subEmail(SnsClient snsClient, String topicArn, String email) { 

        try { 
            SubscribeRequest request = SubscribeRequest.builder() 
                .protocol("email") 
                .endpoint(email) 
                .returnSubscriptionArn(true) 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            SubscribeResponse result = snsClient.subscribe(request); 
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            System.out.println("Subscription ARN: " + result.subscriptionArn() + "\n\n 
 Status is " + result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            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「Subscribe」を参照してくださ
い。

シナリオ

プッシュ通知のプラットフォームエンドポイントを作成します

次のコード例は、Amazon SNS プッシュ通知のプラットフォームエンドポイントを作成する方法を示して
います。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

public class RegistrationExample { 

    public static void main(String[] args) { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage: " + 
            "    <token>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "   token - The name of the FIFO topic. \n\n" + 
            "   platformApplicationArn - The ARN value of platform application. You can 
 get this value from the AWS Management Console. \n\n"; 

        if (args.length != 2) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String token = args[0]; 
        String platformApplicationArn = args[1]; 
        SnsClient snsClient = SnsClient.builder() 
            .region(Region.US_EAST_1) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        createEndpoint(snsClient, token, platformApplicationArn); 
    } 

    public static void createEndpoint(SnsClient snsClient, String token, String 
 platformApplicationArn){ 

        System.out.println("Creating platform endpoint with token " + token); 

        try { 
            CreatePlatformEndpointRequest endpointRequest = 
 CreatePlatformEndpointRequest.builder() 
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                .token(token) 
                .platformApplicationArn(platformApplicationArn) 
                .build(); 

            CreatePlatformEndpointResponse response = 
 snsClient.createPlatformEndpoint(endpointRequest); 
            System.out.println("The ARN of the endpoint is " + response.endpointArn()); 
        } catch ( SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

FIFO トピックを作成して発行する

次のコード例は、FIFO Amazon SNS トピックを作成、発行する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

FIFO トピックと FIFO キューを作成します。キューをトピックにサブスクライブします。

    public static void main(String[] args) { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage: " + 
            "    <topicArn>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "   fifoTopicName - The name of the FIFO topic. \n\n" + 
            "   fifoQueueARN - The ARN value of a SQS FIFO queue. You can get this 
 value from the AWS Management Console. \n\n"; 

        if (args.length != 2) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String fifoTopicName = "PriceUpdatesTopic3.fifo"; 
        String fifoQueueARN = "arn:aws:sqs:us-east-1:814548047983:MyPriceSQS.fifo"; 
        SnsClient snsClient = SnsClient.builder() 
            .region(Region.US_EAST_1) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        createFIFO(snsClient, fifoTopicName, fifoQueueARN); 
    } 

    public static void createFIFO(SnsClient snsClient, String topicName, String 
 queueARN) { 

        try { 
            // Create a FIFO topic by using the SNS service client. 
            Map<String, String> topicAttributes = new HashMap<>(); 
            topicAttributes.put("FifoTopic", "true"); 
            topicAttributes.put("ContentBasedDeduplication", "false"); 

            CreateTopicRequest topicRequest = CreateTopicRequest.builder() 
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                .name(topicName) 
                .attributes(topicAttributes) 
                .build(); 

            CreateTopicResponse response = snsClient.createTopic(topicRequest); 
            String topicArn = response.topicArn(); 
            System.out.println("The topic ARN is"+topicArn); 

            // Subscribe to the endpoint by using the SNS service client. 
            // Only Amazon SQS FIFO queues can receive notifications from an Amazon SNS 
 FIFO topic. 
            SubscribeRequest subscribeRequest = SubscribeRequest.builder() 
                .topicArn(topicArn) 
                .endpoint(queueARN) 
                .protocol("sqs") 
                .build(); 

            snsClient.subscribe(subscribeRequest); 
            System.out.println("The topic is subscribed to the queue."); 

            // Compose and publish a message that updates the wholesale price. 
            String subject = "Price Update"; 
            String payload = "{\"product\": 214, \"price\": 79.99}"; 
            String groupId = "PID-214"; 
            String dedupId = UUID.randomUUID().toString(); 
            String attributeName = "business"; 
            String attributeValue = "wholesale"; 

            MessageAttributeValue msgAttValue = MessageAttributeValue.builder() 
                .dataType("String") 
                .stringValue(attributeValue) 
                .build(); 

            Map<String, MessageAttributeValue> attributes = new HashMap<>(); 
            attributes.put(attributeName, msgAttValue); 
            PublishRequest pubRequest = PublishRequest.builder() 
                .topicArn(topicArn) 
                .subject(subject) 
                .message(payload) 
                .messageGroupId(groupId) 
                .messageDeduplicationId(dedupId) 
                .messageAttributes(attributes) 
                .build(); 

            snsClient.publish(pubRequest); 
            System.out.println("Message was published to "+topicArn); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

トピックへの SMS メッセージの発行

次のコードの例は以下の方法を示しています。

• Amazon SNS トピックを作成します。
• 携帯電話番号をトピックにサブスクライブする。
• SMS メッセージをトピックに発行して、登録されているすべての電話番号がメッセージを一度に受信で

きるようにします。
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SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

トピックを作成し、その ARN を返します。

    public static String createSNSTopic(SnsClient snsClient, String topicName ) { 

        CreateTopicResponse result = null; 
        try { 
            CreateTopicRequest request = CreateTopicRequest.builder() 
                .name(topicName) 
                .build(); 

            result = snsClient.createTopic(request); 
            return result.topicArn(); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

トピックへのエンドポイントのサブスクライブ。

    public static void subTextSNS( SnsClient snsClient, String topicArn, String 
 phoneNumber) { 

        try { 
            SubscribeRequest request = SubscribeRequest.builder() 
                .protocol("sms") 
                .endpoint(phoneNumber) 
                .returnSubscriptionArn(true) 
                .topicArn(topicArn) 
                .build(); 

            SubscribeResponse result = snsClient.subscribe(request); 
            System.out.println("Subscription ARN: " + result.subscriptionArn() + "\n\n 
 Status is " + result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

送信者の ID、上限価格、タイプなど、メッセージ上の属性を設定します。メッセージ属性はオプショ
ンです。

public class SetSMSAttributes { 
    public static void main(String[] args) { 

        HashMap<String, String> attributes = new HashMap<>(1); 
        attributes.put("DefaultSMSType", "Transactional"); 
        attributes.put("UsageReportS3Bucket", "janbucket" ); 

        SnsClient snsClient = SnsClient.builder() 
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            .region(Region.US_EAST_1) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 
        setSNSAttributes(snsClient, attributes); 
        snsClient.close(); 
    } 

    public static void setSNSAttributes( SnsClient snsClient, HashMap<String, String> 
 attributes) { 

        try { 
            SetSmsAttributesRequest request = SetSmsAttributesRequest.builder() 
                .attributes(attributes) 
                .build(); 

            SetSmsAttributesResponse result = snsClient.setSMSAttributes(request); 
            System.out.println("Set default Attributes to " + attributes + ". Status 
 was " + result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

トピックへのメッセージの発行 メッセージは、すべての受信者に送信されます。

    public static void pubTextSMS(SnsClient snsClient, String message, String 
 phoneNumber) { 
        try { 
            PublishRequest request = PublishRequest.builder() 
                .message(message) 
                .phoneNumber(phoneNumber) 
                .build(); 

            PublishResponse result = snsClient.publish(request); 
            System.out.println(result.messageId() + " Message sent. Status was " + 
 result.sdkHttpResponse().statusCode()); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon SQS の例
次のコード例は、による Amazon SQS を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
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• アクション (p. 300)

アクション
キューを作成する

次のコード例は、Amazon SQS キューを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createQueue(SqsClient sqsClient,String queueName ) { 

        try { 
            System.out.println("\nCreate Queue"); 

            CreateQueueRequest createQueueRequest = CreateQueueRequest.builder() 
                .queueName(queueName) 
                .build(); 

            sqsClient.createQueue(createQueueRequest); 

            System.out.println("\nGet queue url"); 

            GetQueueUrlResponse getQueueUrlResponse = 
 sqsClient.getQueueUrl(GetQueueUrlRequest.builder().queueName(queueName).build()); 
            return getQueueUrlResponse.queueUrl(); 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void listQueues(SqsClient sqsClient) { 

        System.out.println("\nList Queues"); 
        String prefix = "que"; 

        try { 
            ListQueuesRequest listQueuesRequest = 
 ListQueuesRequest.builder().queueNamePrefix(prefix).build(); 
            ListQueuesResponse listQueuesResponse = 
 sqsClient.listQueues(listQueuesRequest); 
            for (String url : listQueuesResponse.queueUrls()) { 
                System.out.println(url); 
            } 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void listQueuesFilter(SqsClient sqsClient, String queueUrl ) { 
        // List queues with filters 
        String namePrefix = "queue"; 
        ListQueuesRequest filterListRequest = ListQueuesRequest.builder() 
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            .queueNamePrefix(namePrefix) 
            .build(); 

        ListQueuesResponse listQueuesFilteredResponse = 
 sqsClient.listQueues(filterListRequest); 
        System.out.println("Queue URLs with prefix: " + namePrefix); 
        for (String url : listQueuesFilteredResponse.queueUrls()) { 
            System.out.println(url); 
        } 

        System.out.println("\nSend message"); 
        try { 
            sqsClient.sendMessage(SendMessageRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
                .messageBody("Hello world!") 
                .delaySeconds(10) 
                .build()); 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void sendBatchMessages(SqsClient sqsClient, String queueUrl) { 

        System.out.println("\nSend multiple messages"); 
        try { 
            SendMessageBatchRequest sendMessageBatchRequest = 
 SendMessageBatchRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
                
 .entries(SendMessageBatchRequestEntry.builder().id("id1").messageBody("Hello from msg 
 1").build(), 
                        
 SendMessageBatchRequestEntry.builder().id("id2").messageBody("msg 
 2").delaySeconds(10).build()) 
                .build(); 
            sqsClient.sendMessageBatch(sendMessageBatchRequest); 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static List<Message> receiveMessages(SqsClient sqsClient, String queueUrl) { 

        System.out.println("\nReceive messages"); 
        try { 
            ReceiveMessageRequest receiveMessageRequest = 
 ReceiveMessageRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
                .maxNumberOfMessages(5) 
                .build(); 
            return sqsClient.receiveMessage(receiveMessageRequest).messages(); 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    public static void changeMessages(SqsClient sqsClient, String queueUrl, 
 List<Message> messages) { 
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        System.out.println("\nChange Message Visibility"); 
        try { 

            for (Message message : messages) { 
                ChangeMessageVisibilityRequest req = 
 ChangeMessageVisibilityRequest.builder() 
                    .queueUrl(queueUrl) 
                    .receiptHandle(message.receiptHandle()) 
                    .visibilityTimeout(100) 
                    .build(); 
                sqsClient.changeMessageVisibility(req); 
            } 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteMessages(SqsClient sqsClient, String queueUrl, 
 List<Message> messages) { 
        System.out.println("\nDelete Messages"); 

        try { 
            for (Message message : messages) { 
                DeleteMessageRequest deleteMessageRequest = 
 DeleteMessageRequest.builder() 
                    .queueUrl(queueUrl) 
                    .receiptHandle(message.receiptHandle()) 
                    .build(); 
                sqsClient.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
            } 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
   }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateQueueリファレンスのを参照してくださ
い。

キューからメッセージを削除する

次のコード例は、Amazon SQS キューからメッセージを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

        try { 
            for (Message message : messages) { 
                DeleteMessageRequest deleteMessageRequest = 
 DeleteMessageRequest.builder() 
                    .queueUrl(queueUrl) 
                    .receiptHandle(message.receiptHandle()) 
                    .build(); 
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                sqsClient.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
            }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteMessageリファレンスのを参照してくだ
さい。

キューの削除

次のコード例は、Amazon SQS キューを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteSQSQueue(SqsClient sqsClient, String queueName) { 

        try { 
            GetQueueUrlRequest getQueueRequest = GetQueueUrlRequest.builder() 
                .queueName(queueName) 
                .build(); 

            String queueUrl = sqsClient.getQueueUrl(getQueueRequest).queueUrl(); 
            DeleteQueueRequest deleteQueueRequest = DeleteQueueRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
                .build(); 

            sqsClient.deleteQueue(deleteQueueRequest); 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteQueueリファレンスのを参照してくださ
い。

キューの URL を取得

次のコード例は、Amazon SQS キューの URL を取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

            GetQueueUrlResponse getQueueUrlResponse = 
 sqsClient.getQueueUrl(GetQueueUrlRequest.builder().queueName(queueName).build()); 
            return getQueueUrlResponse.queueUrl(); 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
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        } 
        return "";

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetQueueUrlリファレンスのを参照してくださ
い。

キューの一覧表示

次のコード例は、Amazon SQS キューを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

        String prefix = "que"; 

        try { 
            ListQueuesRequest listQueuesRequest = 
 ListQueuesRequest.builder().queueNamePrefix(prefix).build(); 
            ListQueuesResponse listQueuesResponse = 
 sqsClient.listQueues(listQueuesRequest); 
            for (String url : listQueuesResponse.queueUrls()) { 
                System.out.println(url); 
            } 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListQueuesリファレンスのを参照してくださ
い。

キューからのメッセージを受信する

次のコード例は、Amazon SQS キューからのメッセージを受信する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

            ReceiveMessageRequest receiveMessageRequest = 
 ReceiveMessageRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
                .maxNumberOfMessages(5) 
                .build(); 
            return sqsClient.receiveMessage(receiveMessageRequest).messages(); 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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        return null;

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ReceiveMessageリファレンスのを参照してくだ
さい。

メッセージのバッチをキューへ送信する

次のコード例は、Amazon SQS キューにメッセージを送信する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

            SendMessageBatchRequest sendMessageBatchRequest = 
 SendMessageBatchRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
                
 .entries(SendMessageBatchRequestEntry.builder().id("id1").messageBody("Hello from msg 
 1").build(), 
                        
 SendMessageBatchRequestEntry.builder().id("id2").messageBody("msg 
 2").delaySeconds(10).build()) 
                .build(); 
            sqsClient.sendMessageBatch(sendMessageBatchRequest);

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SendMessageBatchリファレンスのを参照して
ください。

キューへメッセージを送信する

次のコード例は、Amazon SQSキューにメッセージを送信する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void sendMessage(SqsClient sqsClient, String queueName, String 
 message) { 

        try { 
            CreateQueueRequest request = CreateQueueRequest.builder() 
                .queueName(queueName) 
                .build(); 
            sqsClient.createQueue(request); 

            GetQueueUrlRequest getQueueRequest = GetQueueUrlRequest.builder() 
                .queueName(queueName) 
                .build(); 

            String queueUrl = sqsClient.getQueueUrl(getQueueRequest).queueUrl(); 
            SendMessageRequest sendMsgRequest = SendMessageRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
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                .messageBody(message) 
                .delaySeconds(5) 
                .build(); 

            sqsClient.sendMessage(sendMsgRequest); 

        } catch (SqsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SendMessageリファレンスのを参照してくださ
い。

AWS STSJava 2.x 用の SDK の使用例
次のコード例は、を使用して、を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示していますAWS 
STS。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション
ロールの割り当て

次のコード例は、でロールを割り当てる方法を示していますAWS STS。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void assumeGivenRole(StsClient stsClient, String roleArn, String 
 roleSessionName) { 

        try { 
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder() 
                .roleArn(roleArn) 
                .roleSessionName(roleSessionName) 
                .build(); 

           AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest); 
           Credentials myCreds = roleResponse.credentials(); 

           // Display the time when the temp creds expire. 
           Instant exTime = myCreds.expiration(); 
           String tokenInfo = myCreds.sessionToken(); 
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           // Convert the Instant to readable date. 
           DateTimeFormatter formatter = 
                   DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime( FormatStyle.SHORT ) 
                           .withLocale( Locale.US) 
                           .withZone( ZoneId.systemDefault() ); 

           formatter.format( exTime ); 
           System.out.println("The token "+tokenInfo + "  expires on " + exTime ); 

       } catch (StsException e) { 
           System.err.println(e.getMessage()); 
           System.exit(1); 
       } 
   }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AssumeRoleリファレンスのを参照してくださ
い。

Java 2.x 用 SDK を使用したSecrets Manager の例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with Secrets Manager を使用して一般的なシナリオを実装する方
法を示しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション
シークレットを作成する

次のコード例は、Secrets Manager シークレットを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createNewSecret( SecretsManagerClient secretsClient, String 
 secretName, String secretValue) { 

        try { 
            CreateSecretRequest secretRequest = CreateSecretRequest.builder() 
                .name(secretName) 
                .description("This secret was created by the AWS Secret Manager Java 
 API") 
                .secretString(secretValue) 
                .build(); 
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            CreateSecretResponse secretResponse = 
 secretsClient.createSecret(secretRequest); 
            return secretResponse.arn(); 

        } catch (SecretsManagerException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateSecretリファレンスのを参照してくださ
い。

シークレットの削除

次のコード例は、Secrets Manager シークレットを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteSpecificSecret(SecretsManagerClient secretsClient, String 
 secretName) { 

        try { 
            DeleteSecretRequest secretRequest = DeleteSecretRequest.builder() 
                .secretId(secretName) 
                .build(); 

            secretsClient.deleteSecret(secretRequest); 
            System.out.println(secretName +" is deleted."); 

        } catch (SecretsManagerException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteSecretリファレンスのを参照してくださ
い。

秘密を説明してください

次のコード例は、Secrets Manager シークレットの記述方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeGivenSecret(SecretsManagerClient secretsClient, String 
 secretName) { 
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        try { 
            DescribeSecretRequest secretRequest = DescribeSecretRequest.builder() 
                .secretId(secretName) 
                .build(); 

            DescribeSecretResponse secretResponse = 
 secretsClient.describeSecret(secretRequest); 
            Instant lastChangedDate = secretResponse.lastChangedDate(); 

            // Convert the Instant to readable date. 
            DateTimeFormatter formatter = 
                DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime( FormatStyle.SHORT ) 
                        .withLocale( Locale.US) 
                        .withZone( ZoneId.systemDefault() ); 

            formatter.format( lastChangedDate ); 
            System.out.println("The date of the last change to "+ secretResponse.name() 
 +" is " + lastChangedDate ); 

        } catch (SecretsManagerException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeSecretリファレンスのを参照してくださ
い。

シークレット値の取得

次の例で、Secrets Manager シークレットの値を取得する方法を示します。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getValue(SecretsManagerClient secretsClient,String secretName) { 

        try { 
            GetSecretValueRequest valueRequest = GetSecretValueRequest.builder() 
                .secretId(secretName) 
                .build(); 

            GetSecretValueResponse valueResponse = 
 secretsClient.getSecretValue(valueRequest); 
            String secret = valueResponse.secretString(); 
            System.out.println(secret); 

        } catch (SecretsManagerException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetSecretValueリファレンスのを参照してくだ
さい。
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シークレットを一覧表示する

次のコード例は、Secrets Manager シークレットを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllSecrets(SecretsManagerClient secretsClient) { 
        try { 
            ListSecretsResponse secretsResponse = secretsClient.listSecrets(); 
            List<SecretListEntry> secrets = secretsResponse.secretList(); 
            for (SecretListEntry secret: secrets) { 
                System.out.println("The secret name is "+secret.name()); 
                System.out.println("The secret descreiption is "+secret.description()); 
            } 

        } catch (SecretsManagerException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListSecretsリファレンスのを参照してくださ
い。

シークレットの詳細を変更します

次のコード例は、シークレットを変更する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void updateMySecret(SecretsManagerClient secretsClient, String 
 secretName, String secretValue) { 

        try { 
            UpdateSecretRequest secretRequest = UpdateSecretRequest.builder() 
                .secretId(secretName) 
                .secretString(secretValue) 
                .build(); 

            secretsClient.updateSecret(secretRequest); 

        } catch (SecretsManagerException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UpdateSecretリファレンスのを参照してくださ
い。
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シークレットに値を配置する

次のコード例は、Secrets Manager シークレットに値を入力する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void putSecret(SecretsManagerClient secretsClient, String secretName, 
 String secretValue) { 
        try { 
            PutSecretValueRequest secretRequest = PutSecretValueRequest.builder() 
                .secretId(secretName) 
                .secretString(secretValue) 
                .build(); 

            secretsClient.putSecretValue(secretRequest); 
            System.out.println("A new version was created."); 

        } catch (SecretsManagerException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI PutSecretValueリファレンスのを参照してくだ
さい。

Java 2.x 用 SDK を使用したStep Functions の例
次のコード例は、AWS SDK for Java 2.x with S3 FStep Functions ctions を使用してアクションを実行し、
一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

開始方法

HelStep Functions

次のコード例は、Step Functions の使用を開始する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

ハローのJavaバージョンです。

    public static void listMachines(SfnClient sfnClient) { 
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        try { 
            ListStateMachinesResponse response = sfnClient.listStateMachines(); 
            List<StateMachineListItem> machines = response.stateMachines(); 
            for (StateMachineListItem machine :machines) { 
                System.out.println("The name of the state machine is: 
 "+machine.name()); 
                System.out.println("The ARN value is : "+machine.stateMachineArn()); 
            } 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListStateMachinesリファレンスのを参照してく
ださい。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション

ステートマシンを作成する

次のコード例は、Step Functions ステートマシンを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createMachine( SfnClient sfnClient, String roleARN, String 
 stateMachineName, String json) { 
        try { 
            CreateStateMachineRequest machineRequest = 
 CreateStateMachineRequest.builder() 
                .definition(json) 
                .name(stateMachineName) 
                .roleArn(roleARN) 
                .type(StateMachineType.STANDARD) 
                .build(); 

            CreateStateMachineResponse response = 
 sfnClient.createStateMachine(machineRequest); 
            return response.stateMachineArn(); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateStateMachineリファレンスのを参照して
ください。

アクティビティの作成

次のコード例は、Step Functions アクティビティを作成する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createActivity(SfnClient sfnClient, String activityName) { 
        try { 
            CreateActivityRequest activityRequest = CreateActivityRequest.builder() 
                .name(activityName) 
                .build(); 

            CreateActivityResponse response = 
 sfnClient.createActivity(activityRequest); 
            return response.activityArn(); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateActivityリファレンスのを参照してくださ
い。

ステートマシンの削除

次のコード例は、Step Functions ステートマシンを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteMachine(SfnClient sfnClient, String stateMachineArn) { 

        try { 
            DeleteStateMachineRequest deleteStateMachineRequest = 
 DeleteStateMachineRequest.builder() 
                .stateMachineArn(stateMachineArn) 
                .build(); 

            sfnClient.deleteStateMachine(deleteStateMachineRequest); 
            System.out.println(stateMachineArn +" was successfully deleted."); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
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            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteStateMachineリファレンスのを参照して
ください。

アクティビティを削除する

次のコード例は、Step Functions アクティビティを削除する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void deleteActivity(SfnClient sfnClient, String actArn) { 
        try { 
            DeleteActivityRequest activityRequest = DeleteActivityRequest.builder() 
                .activityArn(actArn) 
                .build(); 

            sfnClient.deleteActivity(activityRequest); 
            System.out.println("You have deleted "+actArn); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteActivityリファレンスのを参照してくださ
い。

ステートマシンの説明を表示します。

次のコード例は、Step Functions ステートマシンを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeStateMachine(SfnClient sfnClient, String 
 stateMachineArn) { 
        try { 
            DescribeStateMachineRequest stateMachineRequest = 
 DescribeStateMachineRequest.builder() 
                .stateMachineArn(stateMachineArn) 
                .build(); 

            DescribeStateMachineResponse response = 
 sfnClient.describeStateMachine(stateMachineRequest); 
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            System.out.println("The name of the State machine is "+ response.name()); 
            System.out.println("The status of the State machine is "+ 
 response.status()); 
            System.out.println("The ARN value of the State machine is "+ 
 response.stateMachineArn()); 
            System.out.println("The role ARN value is "+ response.roleArn()); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeStateMachineリファレンスのを参照し
てください。

ステートマシンの実行について説明する

次のコード例は、Step Functions ステートマシンを実行する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeExe(SfnClient sfnClient, String executionArn) { 
        try { 
            DescribeExecutionRequest executionRequest = 
 DescribeExecutionRequest.builder() 
                .executionArn(executionArn) 
                .build(); 

            String status = ""; 
            boolean hasSucceeded = false; 
            while (!hasSucceeded) { 
                DescribeExecutionResponse response = 
 sfnClient.describeExecution(executionRequest); 
                status = response.statusAsString(); 
                if (status.compareTo("RUNNING") ==0) { 
                    System.out.println("The state machine is still running, let's wait 
 for it to finish."); 
                    Thread.sleep(2000); 
                } else if (status.compareTo("SUCCEEDED") ==0) { 
                    System.out.println("The Step Function workflow has succeeded"); 
                    hasSucceeded = true; 
                } else { 
                    System.out.println("The Status is neither running or succeeded"); 
                } 
            } 
            System.out.println("The Status is "+status); 

        } catch (SfnException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeExecutionリファレンスのを参照してく
ださい。
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アクティビティのタスクデータを取得

次のコード例は、Step Functions アクティビティのタスクデータを取得する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static List<String> getActivityTask(SfnClient sfnClient, String actArn){ 
        List<String> myList = new ArrayList<>(); 
        GetActivityTaskRequest getActivityTaskRequest = 
 GetActivityTaskRequest.builder() 
            .activityArn(actArn) 
            .build(); 

        GetActivityTaskResponse response = 
 sfnClient.getActivityTask(getActivityTaskRequest); 
        myList.add(response.taskToken()); 
        myList.add(response.input()); 
        return myList; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Stop execution of a Step Functions workflow. 
    /// </summary> 
    /// <param name="executionArn">The Amazon Resource Name (ARN) of 
    /// the Step Functions execution to stop.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> StopExecution(string executionArn) 
    { 
        var response = 
            await _amazonStepFunctions.StopExecutionAsync(new StopExecutionRequest 
 { ExecutionArn = executionArn }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI GetActivityTaskリファレンスのを参照してくだ
さい。

アクティビティを一覧表示する

次のコード例は、Step Functions アクティビティを一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listAllActivites(SfnClient sfnClient) { 

        try { 
            ListActivitiesRequest activitiesRequest = ListActivitiesRequest.builder() 
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                .maxResults(10) 
                .build(); 

            ListActivitiesResponse response = 
 sfnClient.listActivities(activitiesRequest); 
            List<ActivityListItem> items = response.activities(); 
            for (ActivityListItem item: items) { 
                System.out.println("The activity ARN is "+item.activityArn()); 
                System.out.println("The activity name is "+item.name()); 
            } 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListActivitiesリファレンスのを参照してくださ
い。

ステートマシンの実行を一覧表示します。

次のコード例は、Step Functions ステートマシンの実行を一覧表示する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getExeHistory(SfnClient sfnClient, String exeARN) { 
        try { 
            GetExecutionHistoryRequest historyRequest = 
 GetExecutionHistoryRequest.builder() 
                .executionArn(exeARN) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            GetExecutionHistoryResponse historyResponse = 
 sfnClient.getExecutionHistory(historyRequest); 
            List<HistoryEvent> events = historyResponse.events(); 
            for (HistoryEvent event: events) { 
                System.out.println("The event type is "+event.type().toString()); 
            } 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListExecutionsリファレンスのを参照してくださ
い。

ステートマシンのリスト表示

次のコード例は、Step Functions ステートマシンを一覧表示する方法を示しています。

737

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/ListActivities
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/stepfunctions#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/ListExecutions


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void listMachines(SfnClient sfnClient) { 

        try { 
            ListStateMachinesResponse response = sfnClient.listStateMachines(); 
            List<StateMachineListItem> machines = response.stateMachines(); 
            for (StateMachineListItem machine :machines) { 
                System.out.println("The name of the state machine is: 
 "+machine.name()); 
                System.out.println("The ARN value is : "+machine.stateMachineArn()); 
            } 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListStateMachinesリファレンスのを参照してく
ださい。

タスクに成功時のレスポンスを送信する

次のコード例は、Step Functions タスクに成功応答を送信する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void sendTaskSuccess(SfnClient sfnClient, String token, String json) 
 { 
        try { 
            SendTaskSuccessRequest successRequest = SendTaskSuccessRequest.builder() 
            .taskToken(token) 
            .output(json) 
            .build(); 

           sfnClient.sendTaskSuccess(successRequest); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI SendTaskSuccessリファレンスのを参照してく
ださい。
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ステートマシンを実行します

次のコード例は、Step Functions ステートマシンの実行を開始する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String startWorkflow(SfnClient sfnClient, String stateMachineArn, 
 String jsonEx) { 
        UUID uuid = UUID.randomUUID(); 
        String uuidValue = uuid.toString(); 
        try { 
            StartExecutionRequest executionRequest = StartExecutionRequest.builder() 
                .input(jsonEx) 
                .stateMachineArn(stateMachineArn) 
                .name(uuidValue) 
                .build(); 

            StartExecutionResponse response = 
 sfnClient.startExecution(executionRequest); 
            return response.executionArn(); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI StartExecutionリファレンスのを参照してくださ
い。

シナリオ

ステートマシンを使い始める

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• アクティビティを作成します。
• 以前に作成したアクティビティをステップとして含む Amazon States 言語定義からステートマシンを作

成します。
• ステートマシンを実行し、ユーザー入力を使用してアクティビティに応答します。
• 実行完了後に最終ステータスと出力を取得し、リソースをクリーンアップします。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
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 * You can obtain the JSON file to create a state machine in the following GitHub 
 location. 
 * 
 * https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/resources/sample_files 
 * 
 * To run this code example, place the chat_sfn_state_machine.json file into your 
 project's resources folder. 
 * 
 * Also, set up your development environment, including your credentials. 
 * 
 * For information, see this documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * This Java code example performs the following tasks: 
 * 
 * 1. Creates an activity. 
 * 2. Creates a state machine. 
 * 3. Describes the state machine. 
 * 4. Starts execution of the state machine and interacts with it. 
 * 5. Describes the execution. 
 * 6. Delete the activity. 
 * 7. Deletes the state machine. 
 */
public class StepFunctionsScenario { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[]args) throws Exception { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <roleARN> <activityName> <stateMachineName>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    roleName - The name of the IAM role to create for this state machine.
\n" + 
            "    activityName - The name of an activity to create." + 
            "    stateMachineName - The name of the state machine to create.\n"; 

       if (args.length != 3) { 
           System.out.println(usage); 
           System.exit(1); 
       } 

        String roleName = args[0]; 
        String activityName = args[1]; 
        String stateMachineName = args[2]; 
        String polJSON = "{\n" + 
            "    \"Version\": \"2012-10-17\",\n" + 
            "    \"Statement\": [\n" + 
            "        {\n" + 
            "            \"Sid\": \"\",\n" + 
            "            \"Effect\": \"Allow\",\n" + 
            "            \"Principal\": {\n" + 
            "                \"Service\": \"states.amazonaws.com\"\n" + 
            "            },\n" + 
            "            \"Action\": \"sts:AssumeRole\"\n" + 
            "        }\n" + 
            "    ]\n" + 
            "}" ; 

        Scanner sc = new Scanner(System.in); 
        boolean action = false ; 

        Region region = Region.US_EAST_1; 
        SfnClient sfnClient = SfnClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 
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        Region regionGl = Region.AWS_GLOBAL; 
        IamClient iam = IamClient.builder() 
            .region(regionGl) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the AWS Step Functions example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Create an activity."); 
        String activityArn = createActivity(sfnClient, activityName); 
        System.out.println("The ARN of the activity is "+activityArn); 
        System.out.println(DASHES); 

        // Get JSON to use for the state machine and place the activityArn value into 
 it. 
        InputStream input = 
 StepFunctionsScenario.class.getClassLoader().getResourceAsStream("chat_sfn_state_machine.json"); 
        ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
        JsonNode jsonNode = mapper.readValue(input, JsonNode.class); 
        String jsonString = mapper.writeValueAsString(jsonNode); 

        // Modify the Resource node. 
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper(); 
        JsonNode root = objectMapper.readTree(jsonString); 
        ((ObjectNode) root.path("States").path("GetInput")).put("Resource", 
 activityArn); 

        // Convert the modified Java object back to a JSON string. 
        String stateDefinition = objectMapper.writeValueAsString(root); 
        System.out.println(stateDefinition); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Create a state machine."); 
        String roleARN = createIAMRole(iam, roleName, polJSON ); 
        String stateMachineArn = createMachine(sfnClient, roleARN, stateMachineName, 
 stateDefinition); 
        System.out.println("The ARN of the state machine is "+stateMachineArn); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Describe the state machine."); 
        describeStateMachine(sfnClient, stateMachineArn); 
        System.out.println("What should ChatSFN call you?"); 
        String userName = sc.nextLine(); 
        System.out.println("Hello "+userName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        // The JSON to pass to the StartExecution call. 
        String executionJson = "{ \"name\" : \""+userName +"\" }"; 
        System.out.println(executionJson); 
        System.out.println("4. Start execution of the state machine and interact with 
 it."); 
        String runArn = startWorkflow(sfnClient, stateMachineArn, executionJson); 
        System.out.println("The ARN of the state machine execution is "+runArn); 
        List<String> myList ; 
        while (!action) { 
            myList = getActivityTask(sfnClient, activityArn); 
            System.out.println("ChatSFN: " + myList.get(1)); 
            System.out.println(userName + " please specify a value."); 
            String myAction = sc.nextLine(); 
            if (myAction.compareTo("done") == 0) 
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                action = true; 

            System.out.println("You have selected " + myAction); 
            String taskJson = "{ \"action\" : \"" + myAction + "\" }"; 
            System.out.println(taskJson); 
            sendTaskSuccess(sfnClient, myList.get(0), taskJson); 
        } 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Describe the execution."); 
        describeExe(sfnClient, runArn); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Delete the activity."); 
        deleteActivity(sfnClient, activityArn); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Delete the state machines."); 
        deleteMachine(sfnClient, stateMachineArn); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("The AWS Step Functions example scenario is complete."); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String polJSON ) 
 { 
        try { 
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder() 
                .roleName(rolename) 
                .assumeRolePolicyDocument(polJSON) 
                .description("Created using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request); 
            return response.role().arn(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void describeExe(SfnClient sfnClient, String executionArn) { 
        try { 
            DescribeExecutionRequest executionRequest = 
 DescribeExecutionRequest.builder() 
                .executionArn(executionArn) 
                .build(); 

            String status = ""; 
            boolean hasSucceeded = false; 
            while (!hasSucceeded) { 
                DescribeExecutionResponse response = 
 sfnClient.describeExecution(executionRequest); 
                status = response.statusAsString(); 
                if (status.compareTo("RUNNING") ==0) { 
                    System.out.println("The state machine is still running, let's wait 
 for it to finish."); 
                    Thread.sleep(2000); 
                } else if (status.compareTo("SUCCEEDED") ==0) { 
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                    System.out.println("The Step Function workflow has succeeded"); 
                    hasSucceeded = true; 
                } else { 
                    System.out.println("The Status is neither running or succeeded"); 
                } 
            } 
            System.out.println("The Status is "+status); 

        } catch (SfnException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void sendTaskSuccess(SfnClient sfnClient, String token, String json) 
 { 
        try { 
            SendTaskSuccessRequest successRequest = SendTaskSuccessRequest.builder() 
            .taskToken(token) 
            .output(json) 
            .build(); 

           sfnClient.sendTaskSuccess(successRequest); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static List<String> getActivityTask(SfnClient sfnClient, String actArn){ 
        List<String> myList = new ArrayList<>(); 
        GetActivityTaskRequest getActivityTaskRequest = 
 GetActivityTaskRequest.builder() 
            .activityArn(actArn) 
            .build(); 

        GetActivityTaskResponse response = 
 sfnClient.getActivityTask(getActivityTaskRequest); 
        myList.add(response.taskToken()); 
        myList.add(response.input()); 
        return myList; 
    } 

    public static void deleteActivity(SfnClient sfnClient, String actArn) { 
        try { 
            DeleteActivityRequest activityRequest = DeleteActivityRequest.builder() 
                .activityArn(actArn) 
                .build(); 

            sfnClient.deleteActivity(activityRequest); 
            System.out.println("You have deleted "+actArn); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeStateMachine(SfnClient sfnClient, String 
 stateMachineArn) { 
        try { 
            DescribeStateMachineRequest stateMachineRequest = 
 DescribeStateMachineRequest.builder() 
                .stateMachineArn(stateMachineArn) 
                .build(); 
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            DescribeStateMachineResponse response = 
 sfnClient.describeStateMachine(stateMachineRequest); 
            System.out.println("The name of the State machine is "+ response.name()); 
            System.out.println("The status of the State machine is "+ 
 response.status()); 
            System.out.println("The ARN value of the State machine is "+ 
 response.stateMachineArn()); 
            System.out.println("The role ARN value is "+ response.roleArn()); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
        } 
    } 

    public static void deleteMachine(SfnClient sfnClient, String stateMachineArn) { 
        try { 
            DeleteStateMachineRequest deleteStateMachineRequest = 
 DeleteStateMachineRequest.builder() 
                .stateMachineArn(stateMachineArn) 
                .build(); 

            sfnClient.deleteStateMachine(deleteStateMachineRequest); 
            DescribeStateMachineRequest describeStateMachine = 
 DescribeStateMachineRequest.builder() 
                .stateMachineArn(stateMachineArn) 
                .build(); 

            while (true) { 
                DescribeStateMachineResponse response = 
 sfnClient.describeStateMachine(describeStateMachine); 
                System.out.println("The state machine is not deleted yet. The status is 
 "+response.status()); 
                Thread.sleep(3000); 
            } 

        } catch (SfnException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
        } 
        System.out.println(stateMachineArn +" was successfully deleted."); 
    } 

    public static String startWorkflow(SfnClient sfnClient, String stateMachineArn, 
 String jsonEx) { 
        UUID uuid = UUID.randomUUID(); 
        String uuidValue = uuid.toString(); 
        try { 
            StartExecutionRequest executionRequest = StartExecutionRequest.builder() 
                .input(jsonEx) 
                .stateMachineArn(stateMachineArn) 
                .name(uuidValue) 
                .build(); 

            StartExecutionResponse response = 
 sfnClient.startExecution(executionRequest); 
            return response.executionArn(); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static String createMachine( SfnClient sfnClient, String roleARN, String 
 stateMachineName, String json) { 
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        try { 
            CreateStateMachineRequest machineRequest = 
 CreateStateMachineRequest.builder() 
                .definition(json) 
                .name(stateMachineName) 
                .roleArn(roleARN) 
                .type(StateMachineType.STANDARD) 
                .build(); 

            CreateStateMachineResponse response = 
 sfnClient.createStateMachine(machineRequest); 
            return response.stateMachineArn(); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static String createActivity(SfnClient sfnClient, String activityName) { 
        try { 
            CreateActivityRequest activityRequest = CreateActivityRequest.builder() 
                .name(activityName) 
                .build(); 

            CreateActivityResponse response = 
 sfnClient.createActivity(activityRequest); 
            return response.activityArn(); 

        } catch (SfnException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }
}

• 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。
• CreateActivity
• CreateStateMachine
• DeleteActivity
• DeleteStateMachine
• DescribeExecution
• DescribeStateMachine
• GetActivityTask
• ListActivities
• ListStateMachines
• SendTaskSuccess
• StartExecution
• StopExecution

AWS SupportJava 2.x 用の SDK の使用例
次のコード例は、を使用して、を使用して一般的なシナリオを実装する方法を示していますAWS 
Support。AWS SDK for Java 2.x

745

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/CreateActivity
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/CreateStateMachine
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/DeleteActivity
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/DeleteStateMachine
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/DescribeExecution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/DescribeStateMachine
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/GetActivityTask
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/ListActivities
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/ListStateMachines
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/SendTaskSuccess
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/StartExecution
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/states-2016-11-23/StopExecution


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

アクションとシナリオ

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

開始方法

Hello AWS Support

次のコード例は、AWS Support の使用を開始する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

/** 
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 *  In addition, you must have the AWS Business Support Plan to use the AWS Support 
 Java API. For more information, see: 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/ 
 * 
 *  This Java example performs the following task: 
 * 
 * 1. Gets and displays available services. 
 * 
 * 
 * NOTE: To see multiple operations, see SupportScenario. 
 */

public class HelloSupport { 

    public static void main(String[] args) { 
        Region region = Region.US_WEST_2; 
        SupportClient supportClient = SupportClient.builder() 
            .region(region) 
            .build(); 

        System.out.println("***** Step 1. Get and display available services."); 
        displayServices(supportClient); 
      } 

   // Return a List that contains a Service name and Category name. 
    public static void displayServices(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeServicesRequest servicesRequest = DescribeServicesRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeServicesResponse response = 
 supportClient.describeServices(servicesRequest); 
            List<Service> services = response.services(); 
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            System.out.println("Get the first 10 services"); 
            int index = 1; 
            for (Service service: services) { 
                if (index== 11) 
                    break; 

                System.out.println("The Service name is: "+service.name()); 

                // Display the Categories for this service. 
                List<Category> categories = service.categories(); 
                for (Category cat: categories) { 
                    System.out.println("The category name is: "+cat.name()); 
                } 
                index++ ; 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeServicesリファレンスのを参照してくだ
さい。

トピック
• アクション (p. 300)
• シナリオ (p. 315)

アクション
ケースにコミュニケーションを追加する

次のコード例は、添付機能を備えたAWS Supportコミュニケーションをサポートケースに追加する方法を
示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void addAttachSupportCase(SupportClient supportClient, String caseId, 
 String attachmentSetId) { 
        try { 
            AddCommunicationToCaseRequest caseRequest = 
 AddCommunicationToCaseRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .attachmentSetId(attachmentSetId) 
                .communicationBody("Please refer to attachment for details.") 
                .build(); 

            AddCommunicationToCaseResponse response = 
 supportClient.addCommunicationToCase(caseRequest); 
            if (response.result()) 
                System.out.println("You have successfully added a communication to an 
 AWS Support case"); 
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            else 
                System.out.println("There was an error adding the communication to an 
 AWS Support case"); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AddCommunicationToCaseリファレンスのを参
照してください。

セットに添付ファイルを追加する

次のコード例は、AWS Support添付セットに添付を追加する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String addAttachment(SupportClient supportClient, String 
 fileAttachment) { 
        try { 
            File myFile = new File(fileAttachment); 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(myFile); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            Attachment attachment = Attachment.builder() 
                .fileName(myFile.getName()) 
                .data(sourceBytes) 
                .build(); 

            AddAttachmentsToSetRequest setRequest = 
 AddAttachmentsToSetRequest.builder() 
                .attachments(attachment) 
                .build(); 

            AddAttachmentsToSetResponse response = 
 supportClient.addAttachmentsToSet(setRequest); 
            return response.attachmentSetId(); 

        } catch (SupportException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AddAttachmentsToSetリファレンスのを参照し
てください。

ケースを作成する

次のコード例は、AWS Support新しいケースを作成する方法を示しています。
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SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String createSupportCase(SupportClient supportClient, List<String> 
 sevCatList, String sevLevel) { 
        try { 
            String serviceCode = sevCatList.get(0); 
            String caseCat = sevCatList.get(1); 
            CreateCaseRequest caseRequest = CreateCaseRequest.builder() 
                .categoryCode(caseCat.toLowerCase()) 
                .serviceCode(serviceCode.toLowerCase()) 
                .severityCode(sevLevel.toLowerCase()) 
                .communicationBody("Test issue with "+serviceCode.toLowerCase()) 
                .subject("Test case, please ignore") 
                .language("en") 
                .issueType("technical") 
                .build(); 

            CreateCaseResponse response = supportClient.createCase(caseRequest); 
            return response.caseId(); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateCaseリファレンスのを参照してくださ
い。

添付ファイルを説明する

次のコード例は、AWS Supportケースの添付ファイルを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void describeAttachment(SupportClient supportClient,String attachId) 
 { 
        try { 
            DescribeAttachmentRequest attachmentRequest = 
 DescribeAttachmentRequest.builder() 
                .attachmentId(attachId) 
                .build(); 

            DescribeAttachmentResponse response = 
 supportClient.describeAttachment(attachmentRequest); 
            System.out.println("The name of the file is 
 "+response.attachment().fileName()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
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            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeAttachmentリファレンスのを参照して
ください。

ケースを説明する

次のコード例は、AWS Supportケースの記述方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void getOpenCase(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            // Specify the start and end time. 
            Instant now = Instant.now(); 
            java.time.LocalDate.now(); 
            Instant yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS); 

            DescribeCasesRequest describeCasesRequest = DescribeCasesRequest.builder() 
                .maxResults(20) 
                .afterTime(yesterday.toString()) 
                .beforeTime(now.toString()) 
                .build(); 

            DescribeCasesResponse response = 
 supportClient.describeCases(describeCasesRequest); 
            List<CaseDetails> cases = response.cases(); 
            for (CaseDetails sinCase: cases) { 
                System.out.println("The case status is "+sinCase.status()); 
                System.out.println("The case Id is "+sinCase.caseId()); 
                System.out.println("The case subject is "+sinCase.subject()); 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeCasesリファレンスのを参照してくださ
い。

コミュニケーションについて説明する

次のコード例は、AWS Supportケースの記述方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
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    public static String listCommunications(SupportClient supportClient, String caseId) 
 { 
        try { 
            String attachId = null; 
            DescribeCommunicationsRequest communicationsRequest = 
 DescribeCommunicationsRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            DescribeCommunicationsResponse response = 
 supportClient.describeCommunications(communicationsRequest); 
            List<Communication> communications = response.communications(); 
            for (Communication comm: communications) { 
                System.out.println("the body is: " + comm.body()); 

                //Get the attachment id value. 
                List<AttachmentDetails> attachments = comm.attachmentSet(); 
                for (AttachmentDetails detail : attachments) { 
                    attachId = detail.attachmentId(); 
                } 
            } 
            return attachId; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeCommunicationsリファレンスのを参照
してください。

サービスについて説明する

次のコード例は、AWSサービスのリストを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    // Return a List that contains a Service name and Category name. 
    public static List<String> displayServices(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeServicesRequest servicesRequest = DescribeServicesRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeServicesResponse response = 
 supportClient.describeServices(servicesRequest); 
            String serviceCode = null; 
            String catName = null; 
            List<String> sevCatList = new ArrayList<>(); 
            List<Service> services = response.services(); 

            System.out.println("Get the first 10 services"); 
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            int index = 1; 
            for (Service service: services) { 
                if (index== 11) 
                    break; 

                System.out.println("The Service name is: "+service.name()); 
                if (service.name().compareTo("Account") == 0) 
                    serviceCode = service.code(); 

                // Get the Categories for this service. 
                List<Category> categories = service.categories(); 
                for (Category cat: categories) { 
                    System.out.println("The category name is: "+cat.name()); 
                    if (cat.name().compareTo("Security") == 0) 
                        catName = cat.name(); 
                } 
             index++ ; 
            } 

            // Push the two values to the list. 
            sevCatList.add(serviceCode); 
            sevCatList.add(catName); 
            return sevCatList; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeServicesリファレンスのを参照してくだ
さい。

重要度レベルについて説明する

次のコード例は、AWS Support重要度レベルを記述する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String displaySevLevels(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeSeverityLevelsRequest severityLevelsRequest = 
 DescribeSeverityLevelsRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeSeverityLevelsResponse response = 
 supportClient.describeSeverityLevels(severityLevelsRequest); 
            List<SeverityLevel> severityLevels = response.severityLevels(); 
            String levelName = null; 
            for (SeverityLevel sevLevel: severityLevels) { 
                System.out.println("The severity level name is: "+ sevLevel.name()); 
                if (sevLevel.name().compareTo("High")==0) 
                    levelName = sevLevel.name(); 
            } 
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            return levelName; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DescribeSeverityLevelsリファレンスのを参照し
てください。

ケースを解決する

次のコード例は、AWS Supportケースの解決方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void resolveSupportCase(SupportClient supportClient, String caseId) { 
        try { 
            ResolveCaseRequest caseRequest = ResolveCaseRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .build(); 

            ResolveCaseResponse response = supportClient.resolveCase(caseRequest); 
            System.out.println("The status of case "+caseId +" is 
 "+response.finalCaseStatus()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ResolveCaseリファレンスのを参照してくださ
い。

シナリオ

ケースを開始する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• ケースの利用可能なサービスと重要度レベルを取得して表示する方法
• 選択したサービス、カテゴリ、重要度レベルを使用してサポートケースを作成する方法
• 当日のオープンケースのリストを取得して表示する方法
• 新しいケースに添付セットとコミュニケーションを追加する方法
• ケースの新しい添付ファイルとコミュニケーションについて説明する方法
• ケースを解決する方法
• 当日の解決済みケースのリストを取得して表示する方法
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SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

さまざまな AWS Support オペレーションを実行します。

/** 
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 *  In addition, you must have the AWS Business Support Plan to use the AWS Support 
 Java API. For more information, see: 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/ 
 * 
 *  This Java example performs the following tasks: 
 * 
 * 1. Gets and displays available services. 
 * 2. Gets and displays severity levels. 
 * 3. Creates a support case by using the selected service, category, and severity 
 level. 
 * 4. Gets a list of open cases for the current day. 
 * 5. Creates an attachment set with a generated file. 
 * 6. Adds a communication with the attachment to the support case. 
 * 7. Lists the communications of the support case. 
 * 8. Describes the attachment set included with the communication. 
 * 9. Resolves the support case. 
 * 10. Gets a list of resolved cases for the current day. 
 */
public class SupportScenario { 

    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", "-"); 
    public static void main(String[] args) { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <fileAttachment>" + 
            "Where:\n" + 
            "    fileAttachment - The file can be a simple saved .txt file to use as an 
 email attachment. \n"; 

        if (args.length != 1) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String fileAttachment = args[0]; 
        Region region = Region.US_WEST_2; 
        SupportClient supportClient = SupportClient.builder() 
            .region(region) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("***** Welcome to the AWS Support case example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Get and display available services."); 
        List<String> sevCatList = displayServices(supportClient); 
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        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Get and display Support severity levels."); 
        String sevLevel = displaySevLevels(supportClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Create a support case using the selected service, 
 category, and severity level."); 
        String caseId = createSupportCase(supportClient, sevCatList, sevLevel); 
        if (caseId.compareTo("")==0) { 
            System.out.println("A support case was not successfully created!"); 
            System.exit(1); 
        } else 
            System.out.println("Support case "+caseId +" was successfully created!"); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Get open support cases."); 
        getOpenCase(supportClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Create an attachment set with a generated file to add to 
 the case."); 
        String attachmentSetId = addAttachment(supportClient, fileAttachment); 
        System.out.println("The Attachment Set id value is" +attachmentSetId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Add communication with the attachment to the support 
 case."); 
        addAttachSupportCase(supportClient, caseId, attachmentSetId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. List the communications of the support case."); 
        String attachId = listCommunications(supportClient, caseId); 
        System.out.println("The Attachment id value is" +attachId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Describe the attachment set included with the 
 communication."); 
        describeAttachment(supportClient, attachId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. Resolve the support case."); 
        resolveSupportCase(supportClient, caseId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. Get a list of resolved cases for the current day."); 
        getResolvedCase(supportClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("***** This Scenario has successfully completed"); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 

    public static void getResolvedCase(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            // Specify the start and end time. 
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            Instant now = Instant.now(); 
            java.time.LocalDate.now(); 
            Instant yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS); 

            DescribeCasesRequest describeCasesRequest = DescribeCasesRequest.builder() 
                .maxResults(30) 
                .afterTime(yesterday.toString()) 
                .beforeTime(now.toString()) 
                .includeResolvedCases(true) 
                .build(); 

            DescribeCasesResponse response = 
 supportClient.describeCases(describeCasesRequest); 
            List<CaseDetails> cases = response.cases(); 
            for (CaseDetails sinCase: cases) { 
                if (sinCase.status().compareTo("resolved") ==0) 
                    System.out.println("The case status is "+sinCase.status()); 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void resolveSupportCase(SupportClient supportClient, String caseId) { 
        try { 
            ResolveCaseRequest caseRequest = ResolveCaseRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .build(); 

            ResolveCaseResponse response = supportClient.resolveCase(caseRequest); 
            System.out.println("The status of case "+caseId +" is 
 "+response.finalCaseStatus()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeAttachment(SupportClient supportClient,String attachId) 
 { 
        try { 
            DescribeAttachmentRequest attachmentRequest = 
 DescribeAttachmentRequest.builder() 
                .attachmentId(attachId) 
                .build(); 

            DescribeAttachmentResponse response = 
 supportClient.describeAttachment(attachmentRequest); 
            System.out.println("The name of the file is 
 "+response.attachment().fileName()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String listCommunications(SupportClient supportClient, String caseId) 
 { 
        try { 
            String attachId = null; 
            DescribeCommunicationsRequest communicationsRequest = 
 DescribeCommunicationsRequest.builder() 
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                .caseId(caseId) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            DescribeCommunicationsResponse response = 
 supportClient.describeCommunications(communicationsRequest); 
            List<Communication> communications = response.communications(); 
            for (Communication comm: communications) { 
                System.out.println("the body is: " + comm.body()); 

                //Get the attachment id value. 
                List<AttachmentDetails> attachments = comm.attachmentSet(); 
                for (AttachmentDetails detail : attachments) { 
                    attachId = detail.attachmentId(); 
                } 
            } 
            return attachId; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void addAttachSupportCase(SupportClient supportClient, String caseId, 
 String attachmentSetId) { 
        try { 
            AddCommunicationToCaseRequest caseRequest = 
 AddCommunicationToCaseRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .attachmentSetId(attachmentSetId) 
                .communicationBody("Please refer to attachment for details.") 
                .build(); 

            AddCommunicationToCaseResponse response = 
 supportClient.addCommunicationToCase(caseRequest); 
            if (response.result()) 
                System.out.println("You have successfully added a communication to an 
 AWS Support case"); 
            else 
                System.out.println("There was an error adding the communication to an 
 AWS Support case"); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String addAttachment(SupportClient supportClient, String 
 fileAttachment) { 
        try { 
            File myFile = new File(fileAttachment); 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(myFile); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            Attachment attachment = Attachment.builder() 
                .fileName(myFile.getName()) 
                .data(sourceBytes) 
                .build(); 

            AddAttachmentsToSetRequest setRequest = 
 AddAttachmentsToSetRequest.builder() 
                .attachments(attachment) 
                .build(); 
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            AddAttachmentsToSetResponse response = 
 supportClient.addAttachmentsToSet(setRequest); 
            return response.attachmentSetId(); 

        } catch (SupportException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void getOpenCase(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            // Specify the start and end time. 
            Instant now = Instant.now(); 
            java.time.LocalDate.now(); 
            Instant yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS); 

            DescribeCasesRequest describeCasesRequest = DescribeCasesRequest.builder() 
                .maxResults(20) 
                .afterTime(yesterday.toString()) 
                .beforeTime(now.toString()) 
                .build(); 

            DescribeCasesResponse response = 
 supportClient.describeCases(describeCasesRequest); 
            List<CaseDetails> cases = response.cases(); 
            for (CaseDetails sinCase: cases) { 
                System.out.println("The case status is "+sinCase.status()); 
                System.out.println("The case Id is "+sinCase.caseId()); 
                System.out.println("The case subject is "+sinCase.subject()); 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String createSupportCase(SupportClient supportClient, List<String> 
 sevCatList, String sevLevel) { 
        try { 
            String serviceCode = sevCatList.get(0); 
            String caseCat = sevCatList.get(1); 
            CreateCaseRequest caseRequest = CreateCaseRequest.builder() 
                .categoryCode(caseCat.toLowerCase()) 
                .serviceCode(serviceCode.toLowerCase()) 
                .severityCode(sevLevel.toLowerCase()) 
                .communicationBody("Test issue with "+serviceCode.toLowerCase()) 
                .subject("Test case, please ignore") 
                .language("en") 
                .issueType("technical") 
                .build(); 

            CreateCaseResponse response = supportClient.createCase(caseRequest); 
            return response.caseId(); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static String displaySevLevels(SupportClient supportClient) { 
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        try { 
            DescribeSeverityLevelsRequest severityLevelsRequest = 
 DescribeSeverityLevelsRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeSeverityLevelsResponse response = 
 supportClient.describeSeverityLevels(severityLevelsRequest); 
            List<SeverityLevel> severityLevels = response.severityLevels(); 
            String levelName = null; 
            for (SeverityLevel sevLevel: severityLevels) { 
                System.out.println("The severity level name is: "+ sevLevel.name()); 
                if (sevLevel.name().compareTo("High")==0) 
                    levelName = sevLevel.name(); 
            } 
            return levelName; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    // Return a List that contains a Service name and Category name. 
    public static List<String> displayServices(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeServicesRequest servicesRequest = DescribeServicesRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeServicesResponse response = 
 supportClient.describeServices(servicesRequest); 
            String serviceCode = null; 
            String catName = null; 
            List<String> sevCatList = new ArrayList<>(); 
            List<Service> services = response.services(); 

            System.out.println("Get the first 10 services"); 
            int index = 1; 
            for (Service service: services) { 
                if (index== 11) 
                    break; 

                System.out.println("The Service name is: "+service.name()); 
                if (service.name().compareTo("Account") == 0) 
                    serviceCode = service.code(); 

                // Get the Categories for this service. 
                List<Category> categories = service.categories(); 
                for (Category cat: categories) { 
                    System.out.println("The category name is: "+cat.name()); 
                    if (cat.name().compareTo("Security") == 0) 
                        catName = cat.name(); 
                } 
             index++ ; 
            } 

            // Push the two values to the list. 
            sevCatList.add(serviceCode); 
            sevCatList.add(catName); 
            return sevCatList; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
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        } 
        return null; 
    }
}

• 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。
• AddAttachmentsToSet
• AddCommunicationToCase
• CreateCase
• DescribeAttachment
• DescribeCases
• DescribeCommunications
• DescribeServices
• DescribeSeverityLevels
• ResolveCase

Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Textract の例
次のコード例は、を使用して Amazon Tact を使用して Amazon Textract を使用して一般的なシナリオを実
装する方法を示しています。AWS SDK for Java 2.x

「アクション」は、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です。

「シナリオ」は、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
例です。

それぞれの例には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。

トピック
• アクション (p. 300)

アクション

ドキュメントを分析する

次のコード例は、Amazon Textract を使用してドキュメントを分析する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static void analyzeDoc(TextractClient textractClient, String sourceDoc) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(new File(sourceDoc)); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            // Get the input Document object as bytes 
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            Document myDoc = Document.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            List<FeatureType> featureTypes = new ArrayList<FeatureType>(); 
            featureTypes.add(FeatureType.FORMS); 
            featureTypes.add(FeatureType.TABLES); 

            AnalyzeDocumentRequest analyzeDocumentRequest = 
 AnalyzeDocumentRequest.builder() 
                    .featureTypes(featureTypes) 
                    .document(myDoc) 
                    .build(); 

            AnalyzeDocumentResponse analyzeDocument = 
 textractClient.analyzeDocument(analyzeDocumentRequest); 
            List<Block> docInfo = analyzeDocument.blocks(); 
            Iterator<Block> blockIterator = docInfo.iterator(); 

            while(blockIterator.hasNext()) { 
                Block block = blockIterator.next(); 
                System.out.println("The block type is " +block.blockType().toString()); 
            } 

        } catch (TextractException | FileNotFoundException e) { 

            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI AnalyzeDocumentリファレンスのを参照してく
ださい。

ドキュメント内のテキストを検出する

次のコード例は、Amazon Textract t を使用してドキュメント内のテキストを検出する方法を示していま
す。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

入力ドキュメントからテキストを検出します。

    public static void detectDocText(TextractClient textractClient,String sourceDoc) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(new File(sourceDoc)); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            // Get the input Document object as bytes 
            Document myDoc = Document.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

            DetectDocumentTextRequest detectDocumentTextRequest = 
 DetectDocumentTextRequest.builder() 
                .document(myDoc) 
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                .build(); 

            // Invoke the Detect operation 
            DetectDocumentTextResponse textResponse = 
 textractClient.detectDocumentText(detectDocumentTextRequest); 
            List<Block> docInfo = textResponse.blocks(); 
            for (Block block : docInfo) { 
                System.out.println("The block type is " + 
 block.blockType().toString()); 
            } 

            DocumentMetadata documentMetadata = textResponse.documentMetadata(); 
            System.out.println("The number of pages in the document is " 
 +documentMetadata.pages()); 

        } catch (TextractException | FileNotFoundException e) { 

            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Amazon S3 バケット内のテキストを検出する

    public static void detectDocTextS3 (TextractClient textractClient, String 
 bucketName, String docName) { 

        try { 
            S3Object s3Object = S3Object.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .name(docName) 
                .build(); 

            // Create a Document object and reference the s3Object instance 
            Document myDoc = Document.builder() 
                .s3Object(s3Object) 
                .build(); 

            DetectDocumentTextRequest detectDocumentTextRequest = 
 DetectDocumentTextRequest.builder() 
                .document(myDoc) 
                .build(); 

            DetectDocumentTextResponse textResponse = 
 textractClient.detectDocumentText(detectDocumentTextRequest); 
            for (Block block: textResponse.blocks()) { 
                System.out.println("The block type is " +block.blockType().toString()); 
            } 

            DocumentMetadata documentMetadata = textResponse.documentMetadata(); 
            System.out.println("The number of pages in the document is " 
 +documentMetadata.pages()); 

        } catch (TextractException e) { 

            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DetectDocumentTextリファレンスのを参照して
ください。
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文書の非同期分析を開始する

次のコード例は、Amazon TS を使用してドキュメントの非同期分析を開始する方法を示しています。

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

    public static String startDocAnalysisS3 (TextractClient textractClient, String 
 bucketName, String docName) { 

        try { 
            List<FeatureType> myList = new ArrayList<>(); 
            myList.add(FeatureType.TABLES); 
            myList.add(FeatureType.FORMS); 

            S3Object s3Object = S3Object.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .name(docName) 
                .build(); 

            DocumentLocation location = DocumentLocation.builder() 
                .s3Object(s3Object) 
                .build(); 

            StartDocumentAnalysisRequest documentAnalysisRequest = 
 StartDocumentAnalysisRequest.builder() 
                .documentLocation(location) 
                .featureTypes(myList) 
                .build(); 

            StartDocumentAnalysisResponse response = 
 textractClient.startDocumentAnalysis(documentAnalysisRequest); 

            // Get the job ID 
            String jobId = response.jobId(); 
            return jobId; 

        } catch (TextractException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return "" ; 
    } 

    private static String getJobResults(TextractClient textractClient, String jobId) { 

        boolean finished = false; 
        int index = 0 ; 
        String status = "" ; 

       try { 
           while (!finished) { 
               GetDocumentAnalysisRequest analysisRequest = 
 GetDocumentAnalysisRequest.builder() 
                   .jobId(jobId) 
                   .maxResults(1000) 
                   .build(); 

               GetDocumentAnalysisResponse response = 
 textractClient.getDocumentAnalysis(analysisRequest); 
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               status = response.jobStatus().toString(); 

               if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                   finished = true; 
               else { 
                   System.out.println(index + " status is: " + status); 
                   Thread.sleep(1000); 
               } 
               index++ ; 
           } 

           return status; 

       } catch( InterruptedException e) { 
           System.out.println(e.getMessage()); 
           System.exit(1); 
       } 
       return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI StartDocumentAnalysisリファレンスのを参照し
てください。

Java 2.x 用 SDK を使用したクロスサービスの例
以下のサンプルアプリケーションでは、AWS SDK for Java 2.xAWS のサービスを使用して複数のアプリ
ケーションで動作します。

例
• DynamoDB テーブルにデータを送信するアプリケーションを構築する (p. 764)
• Amazon Lex チャットボットを作成して、ウェブサイトの訪問者を引き付けましょう (p. 765)
• メッセージを翻訳する公開およびサブスクリプションアプリケーションを構築する (p. 765)
• Amazon SQS を使用してメッセージを送受信するウェブアプリケーションを作成する (p. 765)
• ユーザーがラベルを使用して写真を管理できる写真アセット管理アプリケーションの作成 (p. 766)
• DynamoDB データを追跡するウェブアプリケーションを作成する (p. 766)
• Amazon Redshift アイテムトラッカーの作成 (p. 766)
• Aurora Serverless 作業項目トラッカーの作成 (p. 767)
• AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition でイメージ内の PPE を検出する (p. 767)
• AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition で、イメージ内のオブジェクトを検出します (p. 767)
• AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition で、動画内の人やオブジェクトを検出する (p. 768)
• API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す (p. 768)
• Step Functions を使用して Lambda 関数を呼び出す (p. 768)
• 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. 769)

DynamoDB テーブルにデータを送信するアプリケーションを構
築する
SDK for Java 2.x

Amazon DynamoDB Java API を使用してデータを送信し、Amazon Simple Notification Service Java 
API を使用してテキストメッセージを送信する動的ウェブアプリケーションを作成する方法について
説明します。
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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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス

• DynamoDB
• Amazon SNS

Amazon Lex チャットボットを作成して、ウェブサイトの訪問者
を引き付けましょう
SDK for Java 2.x

Amazon Lex API を使用してウェブアプリケーション内でChatbot を作成し、ウェブサイトの訪問者に
対応する方法を示しています。

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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス

• Amazon Comprehend
• Amazon Lex
• Amazon Translate

メッセージを翻訳する公開およびサブスクリプションアプリケー
ションを構築する
SDK for Java 2.x

Amazon Simple Notification Service Java API を使用して、サブスクリプションおよびパブリッシュ
機能を持つウェブアプリケーションを作成する方法を説明します。さらに、このサンプルアプリケー
ションではメッセージを翻訳します。

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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

Java Async API を使用する例のセットアップおよび実行の手順については、にある詳しい事例を参照
してくださいGitHub。

この例で使用されているサービス

• Amazon SNS
• Amazon Translate

Amazon SQS を使用してメッセージを送受信するウェブアプリ
ケーションを作成する
SDK for Java 2.x

Amazon SQS API を使用して、メッセージを送受信する Spring REST API を開発する方法を示しま
す。
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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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス

• Amazon Comprehend
• Amazon SQS

ユーザーがラベルを使用して写真を管理できる写真アセット管理
アプリケーションの作成
SDK for Java 2.x

ユーザーがラベルを使用して写真を管理できる写真アセット管理アプリケーションを開発する方法に
ついて示します。

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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス

• DynamoDB
• Lambda
• Amazon Rekognition
• Amazon S3
• Amazon SNS

DynamoDB データを追跡するウェブアプリケーションを作成す
る
SDK for Java 2.x

Amazon DynamoDB API を使用して、DynamoDB 作業データを追跡する動的ウェブアプリケーション
を作成する方法を示しています。

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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス

• DynamoDB
• Amazon SES

Amazon Redshift アイテムトラッカーの作成
SDK for Java 2.x

Amazon Redshift データベースに保存されている作業項目を追跡してレポートするウェブアプリケー
ションを作成する方法を説明します。

Amazon Redshift サーバーレスデータをクエリする Spring REST API と React アプリケーション
で使用するための完全なソースコードと設定方法については、にある詳しい事例を参照してくださ
いGitHub。
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クロスサービスの例

この例で使用されているサービス

• Amazon Redshift
• Amazon SES

Aurora Serverless 作業項目トラッカーの作成
SDK for Java 2.x

Amazon RDS データベースに保存されている作業項目を追跡およびレポートするウェブアプリケー
ションを作成する方法を説明します。

Amazon Aurora サーバーレスデータをクエリする Spring REST API と React アプリケーションで
使用するための完全なソースコードと設定方法については、にある詳しい事例を参照してくださ
いGitHub。

完全なソースコードと JDBC API を使用する例のセットアップおよび実行の手順については、にある
詳しい事例を参照してくださいGitHub。

この例で使用されているサービス

• Aurora
• Amazon RDS
• Amazon RDS データサービス
• Amazon SES

AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition でイメージ内の 
PPE を検出する
SDK for Java 2.x

AWS Lambda 個人用保護具のイメージを検出する関数の作成方法を示します。

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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス

• DynamoDB
• Amazon Rekognition
• Amazon S3
• Amazon SES

AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition で、イメージ内の
オブジェクトを検出します
SDK for Java 2.x

Amazon Rekognition Java API を使用して、Amazon Rekognition を使用し、　Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットにあるイメージ内でカテゴリ別にオブジェクトを識別する
アプリケーションを作成する方法について説明します。アプリケーションは Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES) を使用して、結果を含む E メール通知を管理者に送信します。
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クロスサービスの例

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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス
• Amazon Rekognition
• Amazon S3
• Amazon SES

AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition で、動画内の人や
オブジェクトを検出する
SDK for Java 2.x

Amazon Rekognition Java API を使用し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにあ
るビデオ内で顔やオブジェクトを検出するアプリケーションを作成する方法について説明します。ア
プリケーションは Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して、結果を含む E メール通
知を管理者に送信します。

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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス
• Amazon Rekognition
• Amazon S3
• Amazon SES

API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す
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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス
• API Gateway
• DynamoDB
• Lambda
• Amazon SNS

Step Functions を使用して Lambda 関数を呼び出す
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。
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クロスサービスの例

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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

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

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
SDK for Java 2.x

AWS Lambda関数を呼び出す AmazonEventBridge スケジュールイベントを作成する方法を示しま
す。EventBridgecron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
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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
• EventBridge
• Lambda
• Amazon SNS
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データ保護

AWS SDK for Java のセキュリティ
クラウドセキュリティは Amazon Web Services (AWS) の最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリ
ティを非常に重視する組織の要件を満たせる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ます。セキュリティは、AWS とユーザーの間の共有責任です。責任共有モデルでは、
これをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド内でサービスを実行するインフラストラクチャを保護
する責任を担い、安全に使用できるサービスを提供します。当社のセキュリティ責任は AWS における最
優先事項であり、当社のセキュリティの有効性は、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人によって定期的にテストおよび検証されています。

クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は、使用している AWS のサービスや、データの機密性、組織
の要件、適用される法律や規制などのその他の要因によって決まります。

この AWS 製品またはサービスは、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを
通じて、責任共有モデルに従います。AWS サービスのセキュリティ情報については、「AWS のサービス
のセキュリティに関するドキュメントページ」と、「AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライ
アンスの取り組みのAWS 対象となるサービス」を参照してください。

トピック
• AWS SDK for Java 2.x でのデータ保護 (p. 770)
• SDK for Java での TLS の使用 (p. 771)
• Identity and Access Management (p. 772)
• この AWS 製品またはサービスのコンプライアンス検証 (p. 775)
• この AWS 製品またはサービスの耐障害性 (p. 776)
• この AWS 製品またはサービスのインフラストラクチャセキュリティ (p. 776)

AWS SDK for Java 2.x でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS SDK for Java 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
を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する
責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが
含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照して
ください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共
有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 および TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
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Transport Layer Security (TLS)

• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形
式のテキストフィールドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソー
ル、API、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、または SDK のためにAWS SDK for Java やその他の
AWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS CLI名前に使用する自由記述のテキストフィールドや
タグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへ URL を供給する
場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めし
ます。

SDK for Java での TLS の使用
は、基盤となる Java プラットフォームの TLSAWS SDK for Java 機能を使用します。このトピックで
は、Amazon Corretto 18 で使用されている OpenJDK 実装を使用した例を示します。

ユーザーは、SDKで使用しているJavaプラットフォームのドキュメントを参照して、デフォルトで有効に
なっているTLSバージョンと、特定のTLSバージョンを有効または無効にする方法を確認する必要があり
ます。

TLS バージョン情報の確認方法
OpenJDK を使用した次のコードは、SSLContext を使用して、サポートされている TLS/SSL バージョン
を出力する方法を示しています。

System.out.println(Arrays.toString(SSLContext.getDefault().getSupportedSSLParameters().getProtocols()));

たとえば、Amazon Corretto 18 (OpenJDK) は次のような出力を生成します。

[TLSv1.3, TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1, SSLv3, SSLv2Hello]

動作中の SSL ハンドシェイクと使用されている TLS のバージョンを確認するには、システムプロパティ
javax.net.debug を使用します。

たとえば、TLS を使用する Java アプリケーションを実行します。

java app.jar -Djavax.net.debug=ssl:handshake

アプリケーションは次のような SSL ハンドシェイクを記録します。

...
javax.net.ssl|DEBUG|10|main|2022-12-23 13:53:12.221 EST|ClientHello.java:641|Produced 
 ClientHello handshake message (
"ClientHello": { 
  "client version"      : "TLSv1.2",

...
javax.net.ssl|DEBUG|10|main|2022-12-23 13:53:12.295 EST|ServerHello.java:888|Consuming 
 ServerHello handshake message (
"ServerHello": { 
  "server version"      : "TLSv1.2",
...
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TLS バージョンの適用

最小 TLS バージョンの適用
SDK for Java は常に、プラットフォームとサービスでサポートされている最新の TLS バージョンを優先し
ます。特定の最小 TLS バージョンを強制する場合は、使用している Java プラットフォームのマニュアル
を参照してください。

OpenJDK ベースの JVM では、システムプロパティーを使用できますjdk.tls.client.protocols。

たとえば、TLS 1.3 が利用可能であっても、アプリケーション内の SDK サービスクライアントに TLS 1.2 
を使用させたい場合は、次のシステムプロパティを指定します。

java app.jar -Djdk.tls.client.protocols=TLSv1.2

AWSAPI エンドポイントを TLS 1.2 にアップグレード
AWSAPI エンドポイントを最小バージョンの TLS 1.2 に移行する方法については、このブログ記事を参照
してください。

AWSオープンソースブログには、OpenJDK と Amazon Corretto での TLS 1.0 と TLS 1.1 の継続的なサ
ポートに関する関連情報が掲載されています。

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 AWS 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、無料で使用できる AWS のサービスで
す。

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS 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 AWS のサービスを使用する場合は、管理者が必要なアクセ
ス許可と認証情報を用意します。作業を実行するためにさらに多くの AWS の機能を使用するとき、追加
の許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から適切な許可をリクエ
ストするのに役に立ちます。

サービス管理者 - 社内の AWS リソースを担当している場合は、通常、AWS リソースへのフルアクセスが
あります。サービスのユーザーがどの AWS のサービス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。

IAM 管理者 - 管理者は、AWS のサービス へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確
認する場合があります。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
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アイデンティティを使用した認証

は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスするため、AWS は Software Development Kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。
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アイデンティティを使用した認証

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。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ションにポリシーで追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、「Service Authorization 
Reference」(サービス認証リファレンス) をご参照ください。

• [Service role] (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 role] (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
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コンプライアンス検証

受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
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。

この AWS 製品またはサービスのコンプライアンス
検証

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

775

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html#id_which-to-choose_role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html#id_which-to-choose_role
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html
http://aws.amazon.com/quickstart/?awsf.quickstart-homepage-filter=categories%23security-identity-compliance
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/architecting-hipaa-security-and-compliance-on-aws/welcome.html
http://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-services-reference/
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-controls-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/what-is.html


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

回復力

この AWS 製品またはサービスの耐障害性
Amazon Web Services (AWS) のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリ
ティーゾーンを中心として構築されます。

AWS リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、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せずに、自動的にフェイルオーバー
するアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーン
は、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張
性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

この AWS 製品またはサービスは、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを
通じて、責任共有モデルに従います。AWS サービスのセキュリティ情報については、「AWS のサービス
のセキュリティに関するドキュメントページ」と、「AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライ
アンスの取り組みのAWS 対象となるサービス」を参照してください。

この AWS 製品またはサービスのインフラストラク
チャセキュリティ

この AWS 製品またはサービスは、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを
通じて、責任共有モデルに従います。AWS サービスのセキュリティ情報については、「AWS のサービス
のセキュリティに関するドキュメントページ」と、「AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライ
アンスの取り組みのAWS 対象となるサービス」を参照してください。

776

http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://docs.aws.amazon.com/security/?id=docs_gateway#aws-security
https://docs.aws.amazon.com/security/?id=docs_gateway#aws-security
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://docs.aws.amazon.com/security/?id=docs_gateway#aws-security
https://docs.aws.amazon.com/security/?id=docs_gateway#aws-security
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

ドキュメント履歴
このトピックでは、AWS SDK for Java デベロッパーガイドの重要な変更を経時的に説明します。

このドキュメントの最終作成日:2023-05-2023

変更 説明 日付

the section called “Gradle プロ
ジェクトの設定” (p. 18)

Gradle プロジェクト設定の更新 202日 2022 日 5 日 2023 日

DynamoDB 拡張クライアント 
API (p. 87)

書き直された DynamoDB 拡張
クライアント API トピックがリ
リースされました

202日をもって提供を終了する予
定です。

入門チュートリアルの説明を更
新 (p. 3)

Mavenのアーキタイプが変更さ
れ、CredentialProviderのオプ
ションが含まれるようになりま
した。それに応じて命令が変更
されました。

202日をもって提供を終了する予
定です。

バージョン 2 にまだない機能の
リストから (p. 2) Amazon S3 暗
号化クライアントと DynamoDB 
ドキュメント API を削除しま
す。

Amazon S3 暗号化クライアント
と DynamoDB 拡張ドキュメント 
API が SDK for Java のバージョ
ン 2 用にリリースされました。

2023 年 4 月 10 日

the section called “クライアント
推奨事項” (p. 52)

HTTP クライアント意思決定ガイ
ダンスを追加

202日 2022 日 3 日 202日 2022

IAM ベストプラクティスの更新 IAM のベストプラクティスに合
わせてガイドを更新しました。
詳細については、「IAM 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。

202日 3 月 14 日 202日 202

the section called “プロファイル
認証情報の再読み込み” (p. 40)

プロフィール認証情報の再読み
込みに関するセクションを追加

202日 2 日 2022 日 2 日 2022

the section called “AWS CRT 
ベースの HTTP クライアントの
設定” (p. 65)

GA リリースの更新トピック 202日 2 日 2022 日 2 日 2022

the section called “Amazon EC2 
インスタンスメタデータを操作
する” (p. 231)

Amazon S3 インスタンスメタ
データサービス用 Java SDK ク
ライアントのガイド付きサンプ
ルを追加

202日 2 日 2 日 2 日 2022

the section called “AWSCRT ベー
スの S3 クライアント” (p. 168)

AWSCRT ベースの S3 クライア
ント用のセクションを追加

2022 年 12 月 19 日

the section called “S3 Transfer マ
ネージャー” (p. 170)

Amazon S3 Transfer Manager サ
ンプルをGA リリース用に更新し
ます。

2022 年 12 月 19 日

the section called “ベストプラク
ティス” (p. 77)

ベストプラクティスのセクショ
ンを追加

2022 年 11 月 18 日
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変更 説明 日付

the section called “外部プロセ
スからの一時認証情報の読み込
み” (p. 41)

外部プロセスからの認証情報の
ロードに関するセクションを追
加

2022 年 11 月 15 日 2022

the section called “サービスクラ
イアントのメトリクス” (p. 160)

HTTP クライアントの使用要件に
関するメトリックリストの更新

2022 年 11 月 9 日

the section called “DynamoDB 
テーブルでの項目のマッピン
グ” (p. 206)

依存関係の詳細を追加し、ビル
ダーを使用して作成しました
TableSchema

2022 年 11 月日 11 日

the section called “S3 Transfer マ
ネージャー” (p. 170)

コード例が修正されました 2022 年 11 月日 2022 日

the section called “の SDK 起動時
間の短縮AWS Lambda” (p. 48)

Lambda の起動時間を短縮するた
めのオプションを追加してセク
ションを更新しました

2022 年 11 月 1日 1 日

the section called “HTTP クライ
アント” (p. 52)

SDK のすべての HTTP クライア
ントを対象とする構成情報を追
加しました

2022 日 10 日、2022 日

the section called “DynamoDB 
テーブルでの項目のマッピン
グ” (p. 206)

修正された例 2022 日 10 日 2022 日 10

the section called “ログ記
録” (p. 71)

すべての HTTP クライアントの
ワイヤロギングの詳細を含むよ
うにロギングトピックを更新し
ました

2022 年 10 月日 2022 日

the section called “AWSデータ
ベースサービス” (p. 179)

Java 2.xAWS 用データベース
サービスと SDK の概要セクショ
ンを追加

2022 年 9 月 13 日 2022

EC2-Classic ネットワーキングが
廃止されました

EC2-Classic は 2022 年 8 月 15 
日をもって提供を終了する予定
です。

2022 年 7 月 28 日

the section called “追加認証オプ
ション” (p. 14)

シングルサインオン認証に必要
な依存関係の更新

2022 日、7 日 2022 日

the section called “Transport 
Layer Security (TLS)” (p. 771)

TLS セキュリティ情報の更新 2022 年 4 日をもって提供を終了

the section called “追加認証オプ
ション” (p. 14)

認証情報の設定および使用に関
する詳細を追加しました。

2021 年 2 月 22 日

the section called “GraraalVM 
Native Image プロジェクトの設
定” (p. 20)

GraalVM Native Image プロジェ
クトの設定に関する新しいト
ピック

2021 年 2 月 18 日

the section called “ウェー
ター” (p. 175)

Waiters がリリースされました。
新しい機能に関するトピックを
追加しました

2020 年 9 月 30 日
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変更 説明 日付

the section called “SDK のメトリ
クス” (p. 158)

Metrics がリリースされました。
新しい機能に関するトピックを
追加しました

2020 年 8 月 17 日

the section called “ Amazon 
Pinpoint ” (p. 277), the section 
called “ Amazon Cognito 
” (p. 262), the section called 
“ Amazon Simple Notification 
Service ” (p. 284)

Amazon Pinpoint、Amazon 
Cognito、Amazon SNS の例に関
するトピックを追加しました。

2020 年 5 月 30 日

the section called “の SDK 起動時
間の短縮AWS Lambda” (p. 48)

AWS Lambda 関数のパフォーマ
ンスに関するトピックを追加し
ました

2020 年 5 月 29 日

the section called “DNS 名参照用
の JVM TTL の設定” (p. 77)

JVM TTL DNS キャッシュに関す
るトピックを追加しました

2020 年 4 月 27 日

the section called “Apache 
Maven プロジェクトの設
定” (p. 14), the section called 
“Gradle プロジェクトの設
定” (p. 18)

新しい Maven と Gradle 設定に
関するトピック

2020 年 4 月 21 日

the section called “DynamoDB 
テーブルでの項目のマッピン
グ” (p. 206)

DynamoDB 拡張クライアントに
関するトピックを追加しました

2020 年 4 月 20 日

the section called “Transport 
Layer Security (TLS)” (p. 771)

セキュリティセクションに TLS 
1.2 を追加しました

2020 年 3 月 19 日

the section called “Amazon 
Kinesis Data Streams へのサブス
クライブ” (p. 268)

Kinesis ストリームの例を追加し
ました

2018 年 8 月 2 日

the section called “ページ分
割” (p. 162)

自動ページ割りのトピックを追
加しました

2018 年 4 月 5 日

AWSサービスとの連携 (p. 178) IAM、Amazon 
EC2、CloudWatch、DynamoDB 
の例に関するトピックを追加し
ました。

2017 年 12 月 29 日

the section called “ Amazon 
Simple Storage Service 
(S3)” (p. 180)

Amazon S3 の getobjects の例を
追加しました

2017 年 8 月 7 日

the section called “非同期プログ
ラミング” (p. 81)

非同期のトピックを追加しまし
た

2017 年 8 月 4 日

AWS SDK for Java2.x の GA リ
リース

AWS SDK for Java バージョン 2 
(v2) をリリースしました

2017 年 6 月 28 日

779

http://aws.amazon.com/sdk-for-java/


AWS SDK for Java 2.x バージョ
ン 2.x のデベロッパーガイド

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。

dcclxxx


	AWS SDK for Java 2.x
	Table of Contents
	開発者ガイド-AWS SDK for Java 2.x
	SDK の使用を開始する
	モバイルアプリケーションの開発
	SDK メジャーバージョンのメンテナンスとサポート
	その他のリソース
	SDK のバージョン 2 にはまだ含まれていない機能
	この SDK への貢献

	AWS SDK for Java 2.x の使用を開始する
	ステップ 1: このチュートリアルのために設定する
	ステップ 2: プロジェクトを作成する
	pom.xml

	ステップ 3: コードを記述する
	App クラス
	DependencyFactory クラス
	Handlerクラス、Maven によって生成
	Handlerクラス、実装済み

	ステップ 4: アプリケーションを構築して実行する
	成功
	クリーンアップ

	次のステップ

	AWS SDK for Java2.x のセットアップ
	作業に必要な基本設定AWS のサービス
	概要
	AWSアクセスポータルへのサインイン機能
	SDK のシングルサインオンアクセスをセットアップ
	を使用してサインインAWS CLI
	Java と構築ツールをインストールする
	追加認証オプション

	構築ツールセットアップ
	Apache Maven プロジェクトの設定
	前提条件
	Maven プロジェクトの作成
	Maven 用の Java コンパイラの設定
	SDK を依存関係として宣言する
	SDK モジュールの依存関係の設定
	SDK 全体のプロジェクトへのビルド

	プロジェクトを構築する

	Gradle プロジェクトの設定

	の GraalVM Native Image プロジェクトを設定しますAWS SDK for Java
	前提条件
	アーキタイプを使用してプロジェクトの作成
	ネイティブイメージを構築する

	のバージョン 1.x から 2.x への移行AWS SDK for Java
	新着情報
	AWS SDK for Java 1.x と 2.x の相違点
	Package 名の変更
	高度なライブラリ
	バージョン 2.x をプロジェクトに追加する
	クライアントビルダー
	クライアント設定
	設定メソッド
	クラス名
	リージョンクラス
	イミュータブルな POJO
	ストリーミング操作
	例外変更
	サービス固有の変更
	Amazon S3 オペレーション名の変更
	クロスリージョンアクセス

	その他のクライアント変更
	デフォルトクライアントの変更

	認証情報プロバイダーの変更
	認証情報プロバイダー
	バージョン 1.x と 2.x 間でマッピングされた認証情報プロバイダの変更

	リージョン名の変更
	リージョンの設定
	メソッド名とクラス名のマッピング

	例外クラス名の変更

	SDK for Java 1.x と 2.x の使用 side-by-side


	AWS SDK for Java 2.x を使用する
	サービスクライアントの作成
	デフォルトのクライアントの使用
	リクエストの実行
	応答の処理
	クライアントを閉じる

	例外処理
	ウェーターの使用
	サービスクライアントの設定
	HTTP クライアント
	再試行
	タイムアウト
	実行インターセプター
	追加情報
	SDK に一時的な認証情報を提供
	一時認証情報の使用
	IAM Identity Center の設定
	AWSアクセスポータルから取得

	デフォルト認証情報プロバイダーチェーン
	認証情報設定の取得順序

	特定の認証情報プロバイダーまたはプロバイダーチェーンを使用する
	プロファイルを使用する
	別のプロファイルをデフォルトとして設定
	プロファイル認証情報の再読み込み

	外部プロセスからの一時認証情報の読み込み
	credential_process設定を使う
	ProcessCredentialsProvider を使用する

	一時的な認証情報をコードで指定
	Amazon EC2 の IAM ロールの設定
	Amazon EC2デフォルトのプロバイダーチェーンとインスタンスプロファイル
	ウォークスルー: EC2 インスタンスでの IAM ロールの使用
	IAM ロールを作成する
	EC2 インスタンスの起動と IAM ロールの添付



	AWS リージョンの選択
	リージョンの選択
	特定のエンドポイントの選択
	環境からリージョンを自動的に決定する
	デフォルトのリージョンプロバイダーチェーン

	リージョンでのサービス可用性の確認

	の SDK 起動時間の短縮AWS Lambda
	SDK を使用するUrlConnectionHttpClient
	SDK を使用するAwsCrtAsyncHttpClient
	未使用の HTTP クライアント依存関係を削除する
	サービスクライアントをショートカット検索に設定
	Lambda 関数ハンドラの外部で SDK クライアントを発行する
	依存注入を最小限に抑える
	Maven アーキタイプターゲティングを使用するAWS Lambda
	Java SnapStart 用Lambda を検討してください
	起動時間に影響するバージョン 2.x の変更点
	その他のリソース

	HTTP クライアント
	SDK for Java で利用可能なクライアント
	同期クライアント
	非同期クライアント

	HTTP クライアントの推奨事項
	推奨フローチャート
	HTTP クライアントの比較

	スマート設定のデフォルト
	Apache ベースの HTTP クライアントの設定
	ApacheHttpClient へのアクセス
	設定は不要
	設定が必要です

	ApacheHttpClient の設定
	ベストプラクティス:ApacheHttpClientインスタンスをサービスクライアント専用にする
	代替アプローチ:ApacheHttpClientインスタンスを共有する


	URL 接続ベースの HTTP クライアントの設定
	UrlConnectionHttpClient へのアクセス
	UrlConnectionHttpClient の設定
	ベストプラクティス:UrlConnectionHttpClientインスタンスをサービスクライアント専用にする
	代替方法:UrlConnectionHttpClientインスタンスを共有する
	URLConnectionHttpClientApacheHttpClientと併用する



	Netty ベースの HTTP クライアントの設定
	NettyNioAsyncHttpClient へのアクセス
	設定は不要です
	設定が必要です

	NettyNioAsyncHttpClient の設定
	ベストプラクティス:NettyNioAsyncHttpClientインスタンスをサービスクライアント専用にする
	代替方法:NettyNioAsyncHttpClientインスタンスを共有する


	AWS CRT ベースの HTTP クライアントの設定
	AwsCrtAsyncHttpClient へのアクセス
	AwsCrtAsyncHttpClient の設定
	ベストプラクティス:AwsCrtAsyncHttpClientインスタンスをサービスクライアント専用にする
	代替方法:AwsCrtAsyncHttpClientインスタンスを共有する

	AWSCRT ベースの HTTP クライアントのデフォルトとしての設定
	プロジェクトの依存関係から Netty を削除する
	Java システムプロパティによる設定

	の高度な設定AwsCrtAsyncHttpClient
	接続のヘルス設定

	HTTP/2 サポート


	AWS SDK for Java 2.x の例外処理
	なぜ例外がチェックされていないのですか？
	AwsServiceException (およびサブクラス)
	SdkClientException

	SDK for Java 2.x で SDK によるログ記録
	Log4j 2 設定ファイル
	依存関係を設定する
	SDK 固有のエラーと警告
	リクエスト/応答の概要のログ記録
	詳細をログ記録します

	DNS 名参照用の JVM TTL の設定
	JVM TTL の設定方法

	AWS SDK for Java 2.x のベストプラクティス
	可能であれば SDK クライアントを再利用する
	クライアント操作からの入力ストリームを閉じる
	パフォーマンステストに基づいて HTTP 構成をチューニングする
	Netty ベースの HTTP クライアントには OpenSSL を使用する
	API タイムアウトの設定
	メトリクスを使用する


	AWS SDK for Java 2.x の機能
	非同期プログラミング
	非ストリーミング操作
	ストリーミング操作
	高度な操作

	の DynamoDB 拡張クライアント APIAWS SDK for Java 2.x
	DynamoDB 拡張クライアント API の使用を開始する
	依存関係を追加する
	TableSchema の生成
	注釈付きのデータクラスを使用する
	Customer クラス

	ビルダーを使用する

	拡張クライアントを作成し、DynamoDbTable
	拡張クライアントの作成
	DynamoDbTableインスタンスを作成

	必要に応じて DynamoDB テーブルを作成する
	テーブルサンプルコードを作成
	インポート
	コード


	操作を実行する
	既存のテーブルを使用する

	DynamoDB 拡張クライアント API の基本
	Java の DynamoDB アイテム
	属性タイプ
	Java プリミティブ型の値
	Null 値

	DynamoDB 拡張クライアントの基本メソッド
	DynamoDB 拡張クライアントを標準の DynamoDB クライアントと比較
	比較:標準の DynamoDB クライアントを使用してテーブルを作成する
	比較:DynamoDB Enhanced クライアントを使用してテーブルを作成する
	ProductCatalog クラス
	比較:標準 DynamoDB クライアントを使用したBatch 書き込み
	比較:DynamoDB Enhanced クライアントを使用したBatch 書き込み

	不変データクラスでの作業
	Lombok などのサードパーティライブラリを使用する

	表現と条件
	表現の解剖学
	条件式と条件
	フィルタ式
	更新式

	複数の項目を操作する
	テーブルのスキャン
	同期 API を使用する
	非同期 API を使用する

	テーブルに対してクエリを実行する
	Queryメソッドの例
	MovieActor クラス
	MovieActorテーブル内のアイテム



	複数のオペレーション
	バッチオペレーション
	batchGetItem() の例
	テーブル内のアイテム

	batchWriteItem() の例
	ヘルパーメソッド


	トランザクションオペレーション
	transactGetItems() の例
	transactWriteItems() の例
	基本的な例
	ヘルパーメソッド

	コンディションチェックの例
	ヘルパーメソッド

	単一動作条件の例
	ヘルパーメソッド




	セカンダリインデックス
	マッピングクラスにセカンダリインデックス注釈を付ける
	MessageThread クラス
	インポート


	インデックスの作成
	インデックスを使用してクエリを実行する


	拡張
	VersionedRecordExtension
	AtomicCounterExtension
	AutoGeneratedTimestampRecordExtension
	カスタム拡張機能

	高度なテーブルスキーマ機能
	スキーマの概要
	注釈付きクラスから生成されたテーブルスキーマ
	ビルダーで生成されたテーブルスキーマ
	固定スキーマのないデータのテーブルスキーマ

	属性を明示的に含めるか除外する
	属性の除外する
	属性を含める

	コントロール属性変換
	カスタム属性コンバータープロバイダーを提供
	1 つの属性のマッピングをオーバーライド
	例
	コンバージョンコード


	属性の更新動作を変更
	他のクラスの属性をフラット化
	継承を使う
	注釈の付いた Bean を使う
	静的スキーマを使用する
	データクラス


	構成を使用する
	注釈の付いた Bean を使う
	静的スキーマを使用する
	データクラス


	他のコードへの影響

	入れ子の属性の使用
	Person クラス
	Address クラス
	PhoneNumber クラス
	入れ子の属性のマッピング
	注釈付きクラスを使用する
	ネストされたスキーマを使用する
	静的スキーマコード


	プロジェクトのネストされた属性


	DynamoDB 用の強化されたドキュメント API
	拡張ドキュメント API を使用するための準備手順
	aDocumentTableSchema と a の作成DynamoDbTable
	person


	拡張ドキュメントの作成
	Database文字列からビルド
	個々の要素から構築
	ヘルパーメソッド


	CRUD オペレーションを実行する
	拡張ドキュメント属性にカスタムオブジェクトとしてアクセス
	CustomAttributeConverterProviderコード
	Address クラス
	アドレスを提供するヘルパーメソッド

	DynamoDBEnhancedDocument を使用する場合と使用しない場合がある

	ノンブロッキング非同期操作

	AWS SDK for Java での HTTP/2 の使用
	AWS SDK for Java の SDK メトリクスの有効化
	前提条件
	メトリクスの収集を有効にする方法
	特定のリクエストのメトリクスを有効にする
	特定のサービスクライアントのためにメトリクスを有効にする

	収集される情報
	この情報の使用方法
	サービスクライアントのメトリクス
	各リクエストで収集されたメトリクス
	リクエストの各試行について収集されたメトリクス


	AWS SDK for Java 2.x を使用したページ割り後の結果の取得
	同期ページ割り
	ページを反復処理する
	オブジェクトを反復処理する
	ストリーミングを使用する
	FOR LOOP を使用する

	手動のページ割り

	非同期ページ割り
	テーブル名のページを繰り返し処理する
	サブスクライバーを使用する
	FOR LOOP を使用する

	テーブル名の反復処理を行う
	サブスクライバーを使用する
	FOR LOOP を使用する

	サードパーティーのライブラリを使用する


	AWSCRT ベースの S3 クライアント
	AWSCRT ベースの S3 クライアントを使用する依存関係を追加する
	AWSCRT ベースの S3 クライアントのインスタンスを作成する
	AWSCRT ベースの S3 クライアントを使用する

	Amazon S3 Transfer Manager
	開始方法
	ビルドファイルへの依存関係の追加
	S3 Transfer Manager のインスタンスを作成

	S3 バケットにファイルをアップロード
	インポート
	コード

	S3 バケットからのファイルのダウンロード
	インポート
	コード

	Amazon S3 オブジェクトをコピーする
	インポート
	コード

	S3 バケットへのローカルディレクトリのアップロード
	インポート
	コード

	ローカルディレクトリへのS3 バケットオブジェクトのダウンロード
	インポート
	コード


	AWS SDK for Java 2.x でのウェイターの使用
	前提条件
	ウェーターの使用
	同期プログラミング
	非同期プログラミング

	ウェイターの設定
	ウェイターを設定する
	特定のリクエストの設定をオーバーライド

	コード例


	AWS SDK for Java 2.x のコード例
	AWS SDK for Java2.x のガイド付きコード例
	AWSデータベースサービスとAWS SDK for Java 2.x
	Amazon DynamoDB の例
	Amazon RDS での例
	Amazon Redshiftの例
	Amazon Aurora Serverless v1 の例
	Amazon DocumentDB の例

	Amazon S3 の使用
	アクセスポイントまたはマルチリージョンアクセスポイント
	Amazon S3 バケットの作成、一覧表示、削除
	バケットの作成
	バケットを一覧表示します
	バケットを削除する
	バケット内のオブジェクトを削除する
	空のバケットを削除する


	Amazon S3オブジェクトの使用
	オブジェクトのアップロード
	複数のパートに分けてオブジェクトをアップロードする
	オブジェクトの削除
	オブジェクトのコピー
	オブジェクトのリスト化
	その他のポリシーのの例

	Amazon S3 の事前署名された URL の使用
	署名付き URL の生成とオブジェクトのアップロード
	署名付きオブジェクトの取得

	S3 Glacierの使用

	DynamoDBの使用
	DynamoDB でのテーブルの操作
	テーブルの作成
	シンプルプライマリキーを使用してテーブルを作成する
	複合プライマリキーを使用してテーブルを作成する

	テーブルの一覧表示
	テーブルの説明 (テーブルに関する情報の取得)
	テーブルの変更 (更新)
	テーブルの削除
	詳細情報

	DynamoDB での項目の操作
	テーブルからの項目の取り出し (取得)
	非同期クライアントを使用したテーブルからの項目の取り出し (取得)
	テーブルへの新しい項目の追加
	テーブルの既存の項目の更新
	テーブルの既存の項目の削除
	詳細情報

	DynamoDB テーブルでの項目のマッピング
	DynamoDbEnhancedClient を作成する
	TableSchema の生成
	アノテーションの付いた Java Bean を使用する
	ビルダーを使う

	拡張クライアントを使用したテーブルの作成
	テーブルからの項目の取り出し (取得)
	テーブルへの新しい項目の追加
	項目のバッチ作成 (put) と削除
	フィルタされたクエリを使用してテーブルから項目を取得する
	テーブルからすべての項目を取得する (get)


	Amazon EC2の使用
	Amazon EC2 インスタンスを管理する
	インスタンスを作成する
	インスタンスの起動
	インスタンスの停止
	インスタンスの再起動
	インスタンスの説明
	インスタンスのモニタリング
	インスタンスのモニタリング停止
	詳細情報

	Amazon EC2 で Elastic IP アドレスを使用する
	EC2-Classic
	Elastic IP アドレスを割り当てる
	Elastic IP アドレスの記述
	Elastic IP アドレスを解放する
	詳細情報

	リージョンとアベイラビリティーゾーンを使用する
	リージョンの詳細を表示する
	アベイラビリティーゾーンの詳細を表示する
	アカウントの説明
	詳細情報

	Amazon EC2 キーペアの使用
	キーペアを作成する
	キーペアの記述
	キーペアの削除
	詳細情報

	のセキュリティグループの操作についてAmazon EC2
	セキュリティグループの作成
	セキュリティグループを設定する
	セキュリティグループを記述する
	セキュリティグループを削除する
	詳細情報

	Amazon EC2 インスタンスメタデータを操作する
	開始方法
	メタデータクライアントを使用する
	メタデータクライアントをインスタンス化する
	リクエストを送信
	応答を解析する

	メタデータクライアントの設定
	再試行
	IP バージョン

	主な特徴
	非同期クライアント
	設定可能な HTTP クライアント
	トークン・キャッシュ



	IAMの使用
	管理IAMアクセスキー
	アクセスキーの作成
	アクセスキーの一覧表示
	アクセスキーの最終使用時刻の取得
	アクセスキーのアクティブ化または非アクティブ化
	アクセスキーの削除
	詳細情報

	IAM ユーザーの管理
	ユーザーの作成
	ユーザーの一覧表示
	ユーザーの更新
	ユーザーの削除
	詳細情報

	IAM アカウントエイリアスの使用
	アカウントエイリアスを作成する
	アカウントエイリアスを一覧表示する
	アカウントエイリアスを削除する
	詳細情報

	IAM ポリシーの使用
	ポリシーの作成
	ポリシーの取得
	ロールポリシーのアタッチ
	アタッチ済みロールポリシーの一覧表示
	ロールポリシーのデタッチ
	詳細情報

	の使用IAMサーバー証明書
	サーバー証明書の取得
	サーバー証明書の一覧表示
	サーバー証明書の更新
	サーバー証明書の削除
	詳細情報


	Amazon Athenaの使用
	CloudWatchの使用
	からのメトリクスの取得CloudWatch
	メトリクスの一覧表示
	詳細情報

	CloudWatch へのカスタムメトリクスデータの発行
	カスタムメトリクスデータのパブリッシュ
	詳細情報

	CloudWatch アラームの使用
	アラームの作成
	アラームの一覧表示
	アラームの削除
	詳細情報

	CloudWatch でのアラームアクションの使用
	アラームアクションの有効化
	アラームアクションの無効化
	詳細情報

	にイベントを送信するCloudWatch
	イベントの追加
	ルールの追加
	ターゲットの追加
	詳細情報


	AWS CloudTrailの使用
	Amazon Cognitoの使用
	ユーザープールを作成します。
	ユーザープールからのユーザーの一覧表示
	ID プールの作成
	アプリクライアントの追加
	サードパーティーの ID プロバイダーの追加
	ID の認証情報の取得

	Amazon Kinesis Data Firehoseの使用
	Amazon Forecastの使用
	Kinesisの使用
	Amazon Kinesis Data Streams へのサブスクライブ
	セットアップする
	ビルダーインターフェイスを使用する
	カスタムレスポンスハンドラを使用する
	訪問者インターフェイスを使用する
	カスタム受信者を使用する
	Kinesis データストリームにデータレコードを書き込む
	サードパーティーライブラリを使用する
	詳細情報


	AWS Lambda 関数の呼び出し、一覧表示、および削除
	Lambda 関数を呼び出します。
	Lambda 関数を一覧表示する
	Lambda 関数を削除する

	AWS Elemental MediaConvertの使用
	AWS Elemental MediaStoreの使用
	AWS Migration Hubの使用
	Amazon Pinpointの使用
	プロジェクトの作成
	動的セグメントの作成
	静的セグメントのインポート
	前提条件

	プロジェクトのセグメントの一覧表示
	キャンペーンの作成
	メッセージの送信

	Amazon Pollyの使用
	Amazon SageMakerの使用
	Amazon Simple Notification Serviceの使用
	トピックの作成
	Amazon SNS トピックをリストする
	トピックへのエンドポイントのサブスクライブ
	トピックへのメッセージの発行
	トピックからのエンドポイントの登録解除
	トピックの削除

	Amazon Simple Queue Serviceの使用
	Amazon Simple Queue Service メッセージキューの使用
	キューを作成する
	キューの一覧表示
	キューの URL の取得
	キューの削除
	詳細情報

	Amazon Simple Queue Service メッセージの送信、受信、削除
	メッセージの送信
	リクエストで複数のメッセージを送信する
	メッセージを取得する
	受信後にメッセージを削除する
	詳細


	AWS Systems Managerの使用
	Amazon Simple Workflow Serviceの使用
	Amazon Transcribeの使用
	Amazon Transcribeの使用
	マイクを設定する
	パブリッシャーを作成する
	クライアントを作成してストリーミングを開始する
	詳細情報


	Amazon Translateの使用
	Amazon WorkDocsの使用

	Java 2.x 用 SDK のコードサンプル
	Java 2.x 用 SDK を使用するアクションとシナリオ
	Java 2.x 用 SDK を使用した API Gateway の例
	アクション
	REST API を作成する
	REST API の削除
	デプロイを削除する
	REST API をデプロイする


	Java 2.x 用 SDK を使用したアプリケーション回復コントローラーの例
	アクション
	ルーティングコントロールの状態の取得
	ルーティングコントロールの状態を更新する


	Java 2.x 用 SDK を使用したAurora 例
	アクション
	DB クラスターを作成する
	DB クラスターのパラメータグループを作成する
	DB クラスタースナップショットを作成する
	DB クラスターに DB インスタンスを作成する
	DB クラスターを削除する
	DB クラスターパラメータグループを削除する
	DB インスタンスを削除する
	DB クラスターパラメータグループを記述する
	DB クラスタースナップショットを記述する
	DB クラスターを記述する
	DB インスタンスを記述する
	データベースエンジンのバージョンを記述する
	DB インスタンスのオプションを記述する
	DB パラメータグループのパラメータを記述する
	DB クラスターパラメータグループのパラメータを更新する

	シナリオ
	DB クラスターの開始方法


	CloudFrontJava 2.x 用の SDK の使用例
	アクション
	ディストリビューションを作成する
	関数の作成
	キーグループの作成
	ディストリビューションを削除する
	署名リソースを削除する
	ディストリビューションを更新する
	パブリックキーをアップロードする

	シナリオ
	URL とクッキーに署名


	CloudWatchJava 2.x 用の SDK の使用例
	Hello CloudWatch
	アクション
	ダッシュボードを作成する
	メトリクスアラームを作成する
	異常ディテクターを作成する
	アラームの削除
	異常検知器を削除する
	ダッシュボードを削除する
	アラーム利益の詳細を表示する
	アラームの記述
	メトリクス用アラームの詳細を表示する
	異常検出器を記述する
	アラームアクションの無効化
	アラームアクションの有効化
	メトリクスデータイメージを取得する
	メトリクスデータを取得する
	メトリクスの統計情報を取得する
	ダッシュボードを一覧表示する
	メトリクスを一覧表示する
	メトリクスにデータを配置する

	シナリオ
	メトリクス、ダッシュボード、およびアラームの使用を開始する


	CloudWatchJava 2.x 用 SDK を使用したイベントの例
	アクション
	タグの追加
	スケジュールルールの作成
	イベントの送信


	CloudWatchJava 2.x 用 SDK を使用したログの例
	アクション
	サブスクリプションフィルターを作成する
	サブスクリプションフィルターの削除
	既存のサブスクリプションフィルターの記述


	Java 2.x SDK を使用した Amazon Cognito ID プロバイダーの例
	アクション
	ユーザーを確認する
	MFA アプリケーションをユーザーに関連付けるトークンを取得する
	ユーザーに関する情報を取得する
	ユーザーの一覧表示
	確認コードを再送信する
	認証チャレンジに応答する
	ユーザーをサインアップする
	管理者認証情報による認証を開始する
	ユーザーにより MFA アプリケーションを検証する

	シナリオ
	MFA を必要とするユーザープールによりユーザーをサインアップする


	アマゾン Java 2.x 用 SDK の使用例を理解する
	アクション
	文書分類子の作成
	文書内のエンティティを検出
	文書内のキーフレーズを検出
	文書の構文要素を検出する
	ドキュメント内の主要な言語を検出する
	ドキュメントの感情を検出する


	Java 2.x 用 SDK を使用した DynamoDB の例
	アクション
	テーブルの作成
	テーブルの削除
	テーブルからの項目の削除
	テーブルからの項目の取得
	テーブルに関するリスク情報。
	テーブルの一覧表示
	テーブルでの項目の配置
	テーブルに対してクエリを実行する
	テーブルのスキャン
	テーブルの項目の更新
	項目のバッチを書き込む

	シナリオ
	テーブル、項目、クエリで使用を開始する
	PartiQL ステートメントのバッチを使用してテーブルにクエリを実行する
	PartiQL を使用してテーブルに対してクエリを実行する


	Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon EC2 の例
	Hello Amazon EC2
	アクション
	Elastic IP アドレスを割り当てる
	Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付ける
	セキュリティグループの作成
	セキュリティkey pair を作成する
	インスタンスを作成して実行する
	セキュリティグループを削除する
	セキュリティkey pair を削除する
	インスタンスの説明
	Elastic IP アドレスをインスタンスから関連付けを解除する
	セキュリティグループに関するデータを取得する
	のインスタンスタイプに関する情報を取得する
	セキュリティキーのペアを一覧表示します。
	Elastic IP アドレスを解放する
	セキュリティグループのインバウンドのルールの設定
	インスタンスの起動
	インスタンスの停止
	インスタンスの終了

	シナリオ
	インスタンスの開始方法


	Java 2.x 用 SDK を使用したAuto Scaling 例
	アクション
	グループを作成する
	グループを削除します
	グループのメトリック収集を無効にする
	グループのメトリック収集を有効にする
	グループに関する情報を取得する
	インスタンスに関する情報を取得する
	スケーリングアクティビティに関する情報を取得する
	グループの希望容量を設定します
	グループ内のインスタンスを削除する
	グループを更新します。

	シナリオ
	グループとインスタンスの管理


	Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon ECS の例
	アクション
	クラスターを作成する
	[Create a service] (サービスを作成)
	[Delete a service] (サービスを削除)
	クラスターの説明
	タスクの記述
	クラスターを一覧表示する
	[Update a service] (サービスを更新)


	EventBridgeJava 2.x 用の SDK の使用例
	Hello EventBridge
	アクション
	ターゲットを追加
	ルールの作成
	ルールの削除
	ルールの記述
	ルールの無効化
	ルールの有効化
	ターゲットのルール名の一覧表示
	ルールの一覧表示
	ルールのターゲットの一覧表示
	ルールからのターゲットの削除
	イベントの送信

	シナリオ
	ルールとターゲットの使用開始


	AWS GlueJava 2.x 用の SDK の使用例
	アクション
	クローラーの作成
	クローラーの取得
	データカタログからのデータベースの取得
	データベースからのテーブルの取得
	クローラーの開始

	シナリオ
	クローラーとジョブを開始する


	Java 2.x 用の SDK を使用した IAM の例
	アクション
	ポリシーをロールにアタッチする
	ポリシーの作成
	ロールを作成する
	ユーザーの作成
	アクセスキーの作成
	アカウントのエイリアスを作成します。
	ポリシーの削除
	ユーザーの削除
	アクセスキーの削除
	アカウントエイリアスを削除する
	ロールからポリシーをデタッチする
	ユーザーのアクセスキーを一覧表示
	アカウントエイリアスを一覧表示する
	ユーザーの一覧表示
	ユーザーの更新
	アクセスキーの更新

	シナリオ
	ユーザーを作成してロールを引き受ける


	AWS KMSJava 2.x 用の SDK の使用例
	アクション
	キーの許可を作成する
	キーを作成する
	キーのエイリアスの作成
	暗号文を復号化
	キーの説明
	キーを無効にする
	キーを有効にする
	キーを使用してテキストを暗号化する
	キーのエイリアスを一覧表示する
	キーの付与を一覧表示する
	キーのリスト化


	Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Keyspaces の例
	こんにちは Amazon Keyspaces
	アクション
	キースペースの作成
	テーブルの作成
	キースペースの削除
	テーブルの削除
	キースペースに関するデータを取得
	テーブルに関するデータを取得する
	キースペースのリスト化
	キースペース内のテーブルを一覧表示する
	テーブルのポイントインタイムリカバリ
	テーブルの更新

	シナリオ
	キースペースとテーブルの使用開始


	Java 2.x 用 SDK を使用したKinesis スの例
	アクション
	ストリームを作成する
	ストリーミングを削除します。
	ストリーミングからデータを取得する
	ストリームへのデータの書き込み


	Java 2.x 用 SDK を使用したLambda 例
	アクション
	関数の作成
	関数を削除する
	関数を呼び出す

	シナリオ
	関数の使用を開始します


	MediaConvertJava 2.x 用の SDK の使用例
	アクション
	コード変換ジョブの作成
	コード変換ジョブの使用開始
	コード変換ジョブの一覧表示


	Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon Personalize 例
	アクション
	バッチインターフェースジョブの作成
	キャンペーンの作成
	データセットを作成します。
	データセットのエクスポートジョブを作成する
	データセットグループの作成
	データセットのインポートジョブを作成する
	ドメインスキーマの作成
	フィルターを作成する
	レコメンダーを作成する
	スキーマの作成
	ソリューションの作成
	ソリューションバージョンの作成
	イベントトラッカーの作成
	キャンペーンを削除します。
	ソリューションを削除します。
	イベントトラッカーを削除する
	キャンペーンの説明を表示します。
	レシピの説明を表示します。
	ソリューションの説明を表示します。
	キャンペーンを一覧表示する
	データセットグループを一覧表示します。
	レシピを一覧表示する
	ソリューションを一覧表示する
	キャンペーンを更新します。


	Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Personalize イベントの例
	アクション
	リアルタイムのインタラクションイベントデータをインポートする
	ユーザーを段階的にインポートする


	Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Personalize ランタイムの例
	アクション
	レコメンデーションの取得 (カスタムデータセットグループ)
	レコメンダーからのレコメンデーションを取得 (ドメインデータセットグループ)


	Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon Pinpoint 例
	アクション
	キャンペーンの作成
	セグメントの作成
	アプリケーションの作成
	アプリケーションの削除
	エンドポイントを削除します
	エンドポイントをエクスポートする
	エンドポイントを取得する
	セグメントのインポート
	エンドポイントを一覧表示する
	セグメントを一覧表示する
	E メールとテキストメッセージを送信する
	エンドポイントを更新します。
	チャネルの更新


	Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Pinpoint SMS および音声 API の例
	アクション
	Amazon Pinpoint SMS および音声 API でボイスメッセージを送信する


	Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon RDS の例
	アクション
	DB インスタンスを作成する
	DB パラメータグループを作成する
	DB インスタンスのスナップショットを作成するには
	認証トークンの作成
	DB インスタンスを削除する
	パラメータグループを削除する
	DB インスタンスを記述する
	DB パラメータグループを記述する
	データベースエンジンのバージョンを記述する
	DB インスタンスのオプションを記述する
	DB パラメータグループのパラメータを記述するには
	DB インスタンスの変更
	DB インスタンスを再起動する
	属性の取得
	DB パラメータグループのパラメータを更新する

	シナリオ
	DB インスタンスの使用を開始する


	Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Redshift の例
	アクション
	クラスターを作成する
	クラスターを削除
	クラスターについて説明してください
	クラスターの変更


	Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon Rekognition の例
	アクション
	イメージ内の顔とリファレンスイメージを比較します
	コレクションを作成する
	コレクションを削除する
	コレクションから顔を削除する
	コレクションを説明する
	イメージ内の顔を検出します
	イメージ内のラベルを検出する
	イメージでモデレーションラベルを検出する
	イメージ内のテキストを検出する
	コレクションに顔をインデックス付けする
	コレクションの一覧表示
	コレクション内の顔を一覧表示する
	イメージ内の有名人を認識する
	コレクション内での顔の検索
	リファレンスイメージと比較したコレクション内の顔を検索する

	シナリオ
	ビデオ内の情報を検出する


	Java 2.x 用 SDK を使用したルート 53 ドメイン登録の例
	Route 53 ドメイン登録の開始
	アクション
	ドメインの可用性を確認する
	ドメイン移管の可否の確認
	ドメイン詳細の取得
	オペレーションの詳細を取得します。
	推奨ドメイン名を取得
	ドメインPist
	ドメインを一覧表示する
	リストオペレーション
	ドメインの登録
	請求書の表示

	シナリオ
	ドメインの使用開始


	Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon S3 の例
	アクション
	CORS ルールをバケットに追加する
	ライフサイクル設定をバケットに追加します。
	バケットにポリシーを追加する
	バケット間でオブジェクトをコピーする
	バケットの作成
	バケットからポリシーを削除する
	空のバケットを削除する
	複数のオブジェクトの削除
	バケットからウェブサイト設定を削除する
	オブジェクトの存在とコンテンツタイプを調べる
	ローカルディレクトリへのオブジェクトのダウンロード
	通知を有効にする
	バケットからオブジェクトを取得する
	バケットの ACL を取得する
	バケットのポリシーを取得する
	進行中のマルチパートアップロードを一覧表示する
	バケット内のオブジェクトを一覧表示する
	オブジェクトのアーカイブされたコピーを復元する
	バケットの新しい ACL を設定する
	バケットのウェブサイト設定を設定する
	オブジェクトをバケットにアップロードする
	バケットへのディレクトリのアップロード

	シナリオ
	署名付き URL を作成する
	バケットとオブジェクトの使用を開始する
	大きなファイルをアップロードまたはダウンロードする


	Java 2.x 用 SDK を使用した S3 グレイシャーの例
	アクション
	ボールトを作成する
	ボールトを削除します。
	アーカイブを削除します。
	ボールトのリスト
	ボールトインベントリの取得
	ボールトにアーカイブをアップロードする


	Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon SES の例
	アクション
	E メールテンプレートを一覧表示する
	ID を一覧表示する
	E メールの送信
	テンプレートで作成された E メールを送信する


	Java 2.x SDK を使用した Amazon SES API v2 の例
	アクション
	E メールを送信する


	Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon SNS の例
	アクション
	トピックにタグを追加する
	電話番号がオプトアウトしているか確認する
	エンドポイントの所有者が、メッセージを受信することを希望しているか確認する
	トピックの作成
	サブスクリプションの削除
	トピックの削除
	トピックのプロパティを取得する
	SNS SMS メッセージを送信するための設定を取得する
	オプトアウトした電話番号を一覧表示する
	トピックのサブスクライバーの一覧表示
	トピックを一覧表示する
	SMS テキストメッセージを発行する
	トピックへの発行
	フィルターポリシーを設定する
	SMS メッセージを送信するためのデフォルト設定を設定する
	トピック属性を設定する
	Lambda 関数をトピックにサブスクライブする
	HTTP エンドポイントをトピックにサブスクライブする
	E メールアドレスを SNS トピックにサブスクライブする

	シナリオ
	プッシュ通知のプラットフォームエンドポイントを作成します
	FIFO トピックを作成して発行する
	トピックへの SMS メッセージの発行


	Java 2.x 用 SDK を使用したAmazon SQS の例
	アクション
	キューを作成する
	キューからメッセージを削除する
	キューの削除
	キューの URL を取得
	キューの一覧表示
	キューからのメッセージを受信する
	メッセージのバッチをキューへ送信する
	キューへメッセージを送信する


	AWS STSJava 2.x 用の SDK の使用例
	アクション
	ロールの割り当て


	Java 2.x 用 SDK を使用したSecrets Manager の例
	アクション
	シークレットを作成する
	シークレットの削除
	秘密を説明してください
	シークレット値の取得
	シークレットを一覧表示する
	シークレットの詳細を変更します
	シークレットに値を配置する


	Java 2.x 用 SDK を使用したStep Functions の例
	HelStep Functions
	アクション
	ステートマシンを作成する
	アクティビティの作成
	ステートマシンの削除
	アクティビティを削除する
	ステートマシンの説明を表示します。
	ステートマシンの実行について説明する
	アクティビティのタスクデータを取得
	アクティビティを一覧表示する
	ステートマシンの実行を一覧表示します。
	ステートマシンのリスト表示
	タスクに成功時のレスポンスを送信する
	ステートマシンを実行します

	シナリオ
	ステートマシンを使い始める


	AWS SupportJava 2.x 用の SDK の使用例
	Hello AWS Support
	アクション
	ケースにコミュニケーションを追加する
	セットに添付ファイルを追加する
	ケースを作成する
	添付ファイルを説明する
	ケースを説明する
	コミュニケーションについて説明する
	サービスについて説明する
	重要度レベルについて説明する
	ケースを解決する

	シナリオ
	ケースを開始する


	Java 2.x 用 SDK を使用した Amazon Textract の例
	アクション
	ドキュメントを分析する
	ドキュメント内のテキストを検出する
	文書の非同期分析を開始する



	Java 2.x 用 SDK を使用したクロスサービスの例
	DynamoDB テーブルにデータを送信するアプリケーションを構築する
	Amazon Lex チャットボットを作成して、ウェブサイトの訪問者を引き付けましょう
	メッセージを翻訳する公開およびサブスクリプションアプリケーションを構築する
	Amazon SQS を使用してメッセージを送受信するウェブアプリケーションを作成する
	ユーザーがラベルを使用して写真を管理できる写真アセット管理アプリケーションの作成
	DynamoDB データを追跡するウェブアプリケーションを作成する
	Amazon Redshift アイテムトラッカーの作成
	Aurora Serverless 作業項目トラッカーの作成
	AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition でイメージ内の PPE を検出する
	AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition で、イメージ内のオブジェクトを検出します
	AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition で、動画内の人やオブジェクトを検出する
	API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す
	Step Functions を使用して Lambda 関数を呼び出す
	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



	AWS SDK for Java のセキュリティ
	AWS SDK for Java 2.x でのデータ保護
	SDK for Java での TLS の使用
	TLS バージョン情報の確認方法
	最小 TLS バージョンの適用
	AWSAPI エンドポイントを TLS 1.2 にアップグレード

	Identity and Access Management
	対象者
	アイデンティティを使用した認証
	AWS アカウント ルートユーザー
	フェデレーティッド ID
	IAM ユーザーとグループ
	IAM ロール


	この AWS 製品またはサービスのコンプライアンス検証
	この AWS 製品またはサービスの耐障害性
	この AWS 製品またはサービスのインフラストラクチャセキュリティ

	ドキュメント履歴
	

