AWS SDK for JavaScript
SDK Version3 のデベロッパーガイド

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド

AWS SDK for JavaScript: SDK Version3 のデベロッパーガイド
Copyright © 2022 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは、顧客に混乱を招く可能性がある態様、または Amazon の信用を傷つけ
たり、失わせたりする態様において、Amazon のものではない製品またはサービスに関連して使用してはなりませ
ん。Amazon が所有しない商標はすべてそれぞれの所有者に所属します。所有者は必ずしも Amazon との提携や関連
があるわけではありません。また、Amazon の支援を受けているとはかぎりません。

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド

Table of Contents
...................................................................................................................................................... viii
AWS SDK for JavaScriptは何ですか。 ................................................................................................... 1
SDK メジャーバージョンのメンテナンスとサポート ........................................................................ 1
バージョン 3 の新機能とは .......................................................................................................... 1
モジュール化されたパッケージ ............................................................................................. 2
新しいミドルウェアスタック ................................................................................................ 5
Node.js で SDK を使用する ......................................................................................................... 5
AWS Cloud9 による SDK の使用 .................................................................................................. 5
AWS Amplify による SDK の使用 ................................................................................................. 6
ウェブブラウザで SDK を使用します。 ......................................................................................... 6
V3 でブラウザーを使用 ....................................................................................................... 6
一般的なユースケース ......................................................................................................... 6
例について ........................................................................................................................ 7
リソース ............................................................................................................................ 7
ご利用開始にあたって ......................................................................................................................... 8
ブラウザスクリプトの使用開始 ..................................................................................................... 8
シナリオ ............................................................................................................................ 9
ステップ 1: Amazon Cognito アイデンティティプールを作成 .................................................... 9
ステップ 2: 作成した IAM ロールにポリシーを追加 ................................................................ 10
ステップ 3: プロジェクト環境を作成する ............................................................................. 10
ステップ 4: HTMLページの作成 .......................................................................................... 10
ステップ 5: を記述する JavaScript ...................................................................................... 11
ステップ6。例を実行する ................................................................................................... 12
想定される拡張機能 .......................................................................................................... 12
Node.jsの使用開始 .................................................................................................................... 13
シナリオ .......................................................................................................................... 13
前提条件タスク ................................................................................................................. 13
ステップ 1: Amazon S3 パッケージと依存関係をインストールします ....................................... 13
ステップ 2: Node.js コードを記述する ................................................................................. 14
ステップ 3: 例を実行する ................................................................................................... 15
React Nativeを開始します。 ....................................................................................................... 16
シナリオ .......................................................................................................................... 16
このチュートリアルのセットアップ ..................................................................................... 16
ステップ 1: Amazon Cognito アイデンティティプールを作成 .................................................. 17
ステップ 2: 作成した IAM ロールにポリシーを追加 ................................................................ 18
ステップ 3: を使用してアプリを作成する create-react-native-app ............................................. 19
ステップ 4: Amazon S3パッケージとその他の依存関係をインストールします ............................ 19
ステップ 5: React Native コードを書き込みする。 ................................................................. 19
ステップ6。例を実行する ................................................................................................... 21
想定される拡張機能 .......................................................................................................... 22
の SDK の設定 JavaScript .................................................................................................................. 23
前提条件 .................................................................................................................................. 23
AWS Node.js 環境を設定します .......................................................................................... 23
サポートされているウェブブラウザ ..................................................................................... 23
SDK のインストール ................................................................................................................ 24
SDK のロード .......................................................................................................................... 25
V3への移行 .............................................................................................................................. 25
コードモッドを使う .......................................................................................................... 25
用の SDK の設定 JavaScript ............................................................................................................... 27
サービスごとの設定 .................................................................................................................. 27
サービスごとの構成の設定 ................................................................................................. 28
AWS リージョンの設定 ............................................................................................................. 28
クライアントクラスコンストラクタ内 .................................................................................. 28
環境変数を使用 ................................................................................................................. 28

iii

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド

共有 Config ファイルの使用 ............................................................................................... 28
地域設定の優先順位 .......................................................................................................... 29
認証情報の取得 ......................................................................................................................... 29
認証情報の設定 ......................................................................................................................... 30
認証情報のベストプラクティス ........................................................................................... 30
Node.js の認証情報を設定 .................................................................................................. 31
ウェブブラウザの認証情報を設定します ............................................................................... 33
Node.js の考慮事項 ................................................................................................................... 36
組み込み Node.js モジュールを使用します ............................................................................ 36
npm パッケージの使用 ...................................................................................................... 36
Node.js での maxSockets の設定 ........................................................................................ 37
Node.js で Keep-alive を接続して再利用します ..................................................................... 37
Node.js のプロキシを設定します ......................................................................................... 38
Node.js に証明書バンドルを登録します ................................................................................ 38
ブラウザスクリプトの考慮事項 ................................................................................................... 39
ブラウザ用 SDK の構築 ..................................................................................................... 39
Cross-Origin Resource Sharing (CORS) ............................................................................... 40
Webpack によるバンドル ................................................................................................... 42
サービスの使用 ............................................................................................................................... 46
サービスオブジェクトの作成と呼び出し ....................................................................................... 46
サービスオブジェクトパラメータの指定 ............................................................................... 46
非同期的なサービスの呼び出し ................................................................................................... 47
非同期呼び出しの管理 ....................................................................................................... 47
async/await の使用 ............................................................................................................ 48
promise の使用 ................................................................................................................. 49
コールバック関数の使用 .................................................................................................... 50
サービスクライアントリクエストの作成 ....................................................................................... 50
サービスクライアントレスポンスの処理 ....................................................................................... 51
レスポンスでの返されたデータへのアクセス ......................................................................... 51
エラー情報へのアクセス .................................................................................................... 51
JSON の使用 ........................................................................................................................... 51
サービスオブジェクトパラメータとしての JSON ................................................................... 52
SDK for JavaScript での AWS Cloud9 の使用 ....................................................................................... 54
ステップ 1: のセットアップAWS使用するアカウントAWS Cloud9 .................................................... 54
ステップ 2: のセットアップAWS Cloud9開発環境 .......................................................................... 54
ステップ 3: SDK for JavaScript をセットアップする ...................................................................... 55
Node.js 用の SDK for JavaScript をセットアップするには ....................................................... 55
ブラウザで SDK for JavaScript をセットアップするには ......................................................... 55
ステップ 4: サンプルコードのダウンロード .................................................................................. 55
ステップ 5: サンプルコード例の実行およびデバッグ ...................................................................... 56
ガイダンス付きのコード例サブセット .................................................................................................. 57
JavaScript ES6/CommonJS 構文 ................................................................................................. 58
CloudWatch アマゾンの例 ......................................................................................................... 60
Amazon のアラームを作成します CloudWatch ...................................................................... 60
Amazon のアラームアクションを使用します CloudWatch ....................................................... 64
Amazon からメトリクスを取得 CloudWatch ......................................................................... 68
Amazon Events CloudWatch にイベントを送信する ............................................................... 71
Amazon CloudWatch Logs でサブスクリプションフィルターを使用します ................................ 75
Amazon DynamoDB の例 ........................................................................................................... 80
DynamoDB の表の作成と使用 ............................................................................................. 80
DynamoDB での単一項目の読み取りと書き込み .................................................................... 85
DynamoDB のバッチの項目の読み取りと書き込み ................................................................. 91
DynamoDB 表のクエリおよびスキャニング .......................................................................... 94
DynamoDB ドキュメントクライアントの使用 ....................................................................... 97
Amazon EC2 の例 ................................................................................................................... 107
Amazon EC2 インスタンスの作成 ..................................................................................... 107
Amazon EC2 インスタンスの管理 ..................................................................................... 109

iv

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド

Amazon EC2 のキーペアの操作 ........................................................................................ 114
Amazon EC2 でのリージョンとアベイラビリティーゾーンの使用 ........................................... 117
Amazon EC2 でのセキュリティグループとの連携 ................................................................ 119
Amazon EC2 でElastic IP アドレスを使用 .......................................................................... 123
MediaConvert 例 ..................................................................................................................... 126
リージョン固有のエンドポイントを取得 ............................................................................. 127
ジョブの作成と管理 ........................................................................................................ 128
ジョブテンプレートの使用 ................................................................................................ 135
Amazon S3 Glacier の例 .......................................................................................................... 142
S3 Glacier ボールトの作成 ............................................................................................... 142
S3 Glacier へのアーカイブのアップロード .......................................................................... 144
AWS Identity and Access Management の例 ............................................................................... 145
IAM ユーザーの管理 ........................................................................................................ 146
IAMポリシーの操作 ......................................................................................................... 150
IAM アクセスキーの管理 .................................................................................................. 156
IAMサーバー証明書の操作 ................................................................................................ 161
IAM アカウントエイリアスの管理 ...................................................................................... 165
Amazon Kinesis の例 ............................................................................................................... 169
Amazon Kinesis でウェブページのスクロール状況をキャプチャする ....................................... 169
AWS Lambda の例 .................................................................................................................. 176
Amazon Lex での例 ................................................................................................................. 177
Amazon Pollyの例 ................................................................................................................... 177
シナリオ ........................................................................................................................ 177
前提条件タスク ............................................................................................................... 177
AWS CloudFormationを使用してAWSリソースを作成します .................................................. 178
Amazon Polly を使用して録音した音声をAmazon S3 にアップロードします ............................ 179
Amazon S3の例 ...................................................................................................................... 180
Amazon S3 ブラウザの例 ................................................................................................. 180
Amazon S3 Node.js の例 ................................................................................................. 205
Amazon SESの例 .................................................................................................................... 232
IDの管理 ........................................................................................................................ 232
Eメールテンプレートを操作 .............................................................................................. 237
Amazon SES を使用してEメールを送信します .................................................................... 244
IP アドレスフィルターを使用する ..................................................................................... 250
受信ルールを使用する ...................................................................................................... 254
Amazon SNS の例 .................................................................................................................. 259
トピックを管理する ......................................................................................................... 260
トピックへのメッセージの発行 ......................................................................................... 265
サブスクリプションの管理 ................................................................................................ 267
SMS メッセージの送信 .................................................................................................... 274
Amazon SQS 例 ..................................................................................................................... 280
Amazon SQSで キューを使用する ..................................................................................... 281
Amazon SQS でメッセージの送受信をします ...................................................................... 285
Amazon SQS で可視性タイムアウトの管理をします ............................................................ 289
Amazon SQS でのロングポーリングを有効にします ............................................................ 291
Amazon SQS でデッドレターキューを使用します ............................................................... 295
Amazon Transcribeの例 ........................................................................................................... 297
Amazon Transcribeの例 ................................................................................................... 297
Amazon Transcribe Medicalの例 ........................................................................................ 301
Amazon Redshift の例 ............................................................................................................. 305
Amazon Redshift の例 ..................................................................................................... 305
クロスサービス: Amazon EC2 インスタンスでの Node.js を設定する .............................................. 310
前提条件 ........................................................................................................................ 310
手順 .............................................................................................................................. 310
Amazon マシンイメージ（AMI）を作成します ..................................................................... 311
関連リソース .................................................................................................................. 311
クロスサービス: データを送信するアプリ ................................................................................... 311

v

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド

シナリオ ........................................................................................................................
前提条件 ........................................................................................................................
AWSリソースを作成します ...............................................................................................
アプリケーションのフロントエンドページを作成します ........................................................
ブラウザスクリプトを作成します ......................................................................................
リソースを削除します ......................................................................................................
クロスサービス: 文字起こしアプリ ............................................................................................
シナリオ ........................................................................................................................
ステップ ........................................................................................................................
前提条件 ........................................................................................................................
AWSリソースを作成します ...............................................................................................
HTMLを作成する .............................................................................................................
ブラウザスクリプトを準備する .........................................................................................
アプリケーションを実行します。 ......................................................................................
AWSリソースを削除します ...............................................................................................
クロスサービス: Amazon API Gateway と Lambda ......................................................................
前提条件タスク ...............................................................................................................
の作成AWSリソース ........................................................................................................
AWS Lambda 関数の作成 .................................................................................................
Lambda 関数のデプロイ ...................................................................................................
Lambda 関数を呼び出すように API Gateway を設定する ......................................................
リソースを削除する .........................................................................................................
クロスサービス: Step Functions を使用したサーバーレスワークフロー ...........................................
前提条件タスク ...............................................................................................................
AWSリソースを作成します ...............................................................................................
ワークフローを作成します ................................................................................................
Lambda 関数を作成します ................................................................................................
クロスサービス: Lambda イベントのスケジュール .......................................................................
前提条件タスク ...............................................................................................................
の作成AWSリソース ........................................................................................................
AWS Lambda 関数の作成 .................................................................................................
Lambda 関数をデプロイする .............................................................................................
設定CloudWatchLambda 関数を呼び出すには ......................................................................
リソースを削除する .........................................................................................................
クロスサービス: Amazon Lex での例 .........................................................................................
前提条件 ........................................................................................................................
AWSリソースを作成します ...............................................................................................
Amazon Lex botを作成します ...........................................................................................
HTMLを作成する .............................................................................................................
ブラウザスクリプトを作成する .........................................................................................
次のステップ ..................................................................................................................
クロスサービス: メッセージングアプリ ......................................................................................
前提条件 ........................................................................................................................
の作成AWSリソース ........................................................................................................
についてAWSメッセージングアプリケーション ...................................................................
HTML ページを作成する ..................................................................................................
ブラウザスクリプトの作成 ................................................................................................
次のステップ ..................................................................................................................
コード例 ........................................................................................................................................
アクションとシナリオ ..............................................................................................................
CloudWatch ....................................................................................................................
CloudWatch [イベント] .....................................................................................................
CloudWatch [ログ] ...........................................................................................................
Amazon Cognito Identity Provider ......................................................................................
DynamoDB .....................................................................................................................
EventBridge ....................................................................................................................
AWS Glue ......................................................................................................................

vi

312
312
312
314
315
317
317
317
317
318
318
319
320
324
325
325
326
327
329
331
332
335
335
336
336
338
340
347
348
348
351
353
354
355
355
357
357
358
359
360
363
364
364
365
366
366
368
372
373
373
374
385
390
395
407
462
466

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド

IAM ...............................................................................................................................
Lambda .........................................................................................................................
Amazon Personalize ........................................................................................................
Amazon Personalize Events .............................................................................................
Amazon Personalize Runtime ...........................................................................................
Amazon Pinpoint .............................................................................................................
Amazon Redshift .............................................................................................................
Amazon S3 ....................................................................................................................
S3 Glacier ......................................................................................................................
Amazon SES ..................................................................................................................
Amazon SNS ..................................................................................................................
Amazon SQS .................................................................................................................
AWS STS ......................................................................................................................
Amazon Transcribe .........................................................................................................
クロスサービスの例 .................................................................................................................
Amazon Transcribe アプリを構築する ................................................................................
Amazon Transcribe ストリーミングアプリケーションを構築する ...........................................
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 Chatbot を構築する .......................................................................................
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 ..........................................
Aurora サーバーレス作業項目トラッカーの作成 ...................................................................
Amazon Textract エクスプローラーアプリケーションを作成する ............................................
イメージ内の PPE を検出する ..........................................................................................
イメージ内のオブジェクトを検出する ................................................................................
動画内の人物や物体を検出する .........................................................................................
ブラウザからの Lambda 関数の呼び出し ............................................................................
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 ...........................................
セキュリティ ..................................................................................................................................
データ保護 .............................................................................................................................
アイデンティティとアクセス管理 ..............................................................................................
コンプライアンス検証 ..............................................................................................................
回復力 ...................................................................................................................................
インフラストラクチャセキュリティ ...........................................................................................
最小 TLS バージョンの適用 ......................................................................................................
Node.js での TLS の検証と適用 ........................................................................................
ブラウザスクリプトでの TLS の検証と適用 ........................................................................
ドキュメント履歴 ............................................................................................................................
ドキュメント履歴 ....................................................................................................................

vii

482
526
532
545
547
549
556
559
585
588
602
615
631
633
639
639
640
640
641
641
641
642
642
643
643
644
644
644
645
646
646
647
647
648
648
649
649
651
653
653

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド

AWS SDK for JavaScriptV3 API Reference Guide（V3 API リファレンスガイド）では、AWS SDK for
JavaScriptのバージョン3 (V3) のすべての API オペレーションについて詳しく説明します。
翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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SDK メジャーバージョンのメンテナンスとサポート

AWS SDK for JavaScriptは何です
か。
AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドへようこそ。このガイドは、AWS SDK for JavaScriptのセッ
トアップおよび設定に関する一般的な情報を提供します。AWS SDK for JavaScriptを使用してさまざまな
AWSのサービスを実行する例やチュートリアルも紹介されています。
-AWS SDK for JavaScriptv3 API リファレンスガイド以下の内容を指定します JavaScript API forAWS
のサービス。以下を使用できます JavaScript ライブラリやアプリケーションをビルドするための
APINode.jsまたはブラウザ。

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、およびその基礎的な依存関係については、AWS
SDK とツール共有設定および認証情報リファレンスガイドで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

バージョン 3 の新機能とは
向け SDK バージョン 3 の SDK JavaScript (V3) には、以下の新機能が含まれています。
モジュール化されたパッケージ
ユーザーは、サービスごとに個別のパッケージを使用できます。
新しいミドルウェアスタック
ユーザーはミドルウェアスタックを使用して、オペレーション呼び出しのライフサイクルを制御でき
ます。
また、SDKはで書かれています TypeScript静的型付けなど、多くの利点があります。
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Important
このガイドの V3 のコード例は、ECMAScript 6 (ES6) で記述されています。ES6 は、コードを
よりモダンで読みやすくし、より多くのことをおこなうための新しい構文と新機能を提供しま
す。ES6 では Node.js バージョン13.x以降を使用する必要があります。Node.js の最新バージョン
をダウンロードしてインストールするには、Node.js downloads.を参照してください。詳細につ
いては、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照してください。

モジュール化されたパッケージ
向け SDK バージョン 2 の SDK JavaScript (V2) 全体を使用する必要がありましたAWSSDK、以下の通
り。
var AWS

= require("aws-sdk");

アプリケーションが多くのAWSのサービスを使用している場合、SDK 全体のロードは問題はありません。
ただし、わずかのAWSのサービスしか使用する必要がない場合、不要なコードや使用しないコードを使用
してアプリケーション数を増やすことを意味します。
V3では、必要な個々のAWSサービスのみをロードして使用できます。これを次の例に示します。これによ
り、Amazon DynamoDB（DynamoDB）にアクセスできます。
import {DynamoDB} from "@aws-sdk/client-dynamodb";

個別のAWSのサービスを読み込んで使用することができるだけでなく、必要なサービスコマンドだけを読
み込んで使用することもできます。これを次の例でDynamoDB クライアントとListTablesCommandコマ
ンドにアクセスできることを示しています。
import {
DynamoDBClient,
ListTablesCommand
} from @aws-sdk/client-dynamodb"

Important
サブモジュールをモジュールにインポートしないでください。例えば、次のコードはエラーにな
る可能性があります。
import {CognitoIdentity} from "@aws-sdk/client-cognito-identity/CognitoIdentity";

正しいコードは、次のとおりです。
import {CognitoIdentity} from "@aws-sdk/client-cognito-identity";

コードサイズの比較
バージョン2（V2）では、us-west-2の地域内のすべての「Amazon DynamoDB」(Amazon DynamoDB)
表を一覧表示する簡単なコード例は次のようになります。
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the Region
AWS.config.update({region: "us-west-2"});
// Create DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: "2006-03-01"});
// Call DynamoDB to retrieve the list of tables
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ddb.listTables({Limit:10}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err.code);
} else {
console.log("Tables names are ", data.TableNames);
}
});

V3は次のようになります。
import { DynamoDBClient,
ListTablesCommand
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
(async function () {
const dbclient = new DynamoDBClient({ region: 'us-west-2'});
try {
const results = await dbclient.send(new ListTablesCommand);
results.Tables.forEach(function (item, index) {
console.log(item.Name);
});
} catch (err) {
console.error(err)
}
})();

aws-sdkのパッケージは、アプリケーションに約40MBを追加します。var AWS = require("awssdk")をimport {DynamoDB} from "@aws-sdk/client-dynamodb"に置き換えることで、そのオー
バーヘッドを約 3 MB に削減します。インポートを DynamoDB クライアントとListTablesCommandの
コマンドだけに限定することで、オーバーヘッドを 100 KB 以下に削減します。
// Load the DynamoDB client and ListTablesCommand command for Node.js
import {
DynamoDBClient,
ListTablesCommand
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
const dbclient = new DynamoDBClient({});

V3 でコマンドを呼び出す
V2 または V3 コマンドを使用して V3 で操作をすることができます。V3 コマンドを使用するには、コマ
ンドと必要なAWSのサービスパッケージクライアントをインポートし、非同期/待機パターンを使用す
る.sendのメソッドを使用するコマンドを実行します。
V2 コマンドを使用するには、必要なAWSのサービスパッケージをインポートし、コールバックまたは非
同期/待機パターンのどちらかを使用するパッケージ内で直接 V2 コマンドを実行します。

V3コマンドの使用
V3 は、各AWSのサービスパッケージ用のコマンドのセットを提供し、AWSのサービスに対して操作
が実行できるようにします。AWSのサービスをインストールした後、node-modules/@aws-sdk/
client-PACKAGE_NAME/commands folder.のプロジェクトで利用可能なコマンドを参照できます。
使用したいコマンドをインポートする必要があります。例えば、次のコードは DynamoDB サービスおよ
びCreateTableCommandのコマンドをロードします。
import {DynamoDB, CreateTableCommand} from "@aws-sdk/client-dynamodb";

これらのコマンドを推奨の非同期/待機パターンで呼び出すには、次の構文を使用します。
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CLIENT.send(new XXXCommand)

例えば、次の例では、推奨される非同期/待機 パターンを使用して DynamoDB テーブルを作成します。
import {DynamoDB, CreateTableCommand} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
const dynamodb = new DynamoDB({region: 'us-west-2'});
var tableParams = {
Table : TABLE_NAME
};
(async function () => {
try{
const data = await dynamodb.send(new CreateTableCommand(tableParams));
console.log("Success", data);
}
catch (err) {
console.log("Error", err);
}
})();

V2 コマンドの使用
SDK で V2 コマンドを使用するには JavaScript、フルをインポートしますAWS次のコードに示すサービス
パッケージ。
const {DynamoDB} = require('@aws-sdk/client-dynamodb');

推奨される非同期/待機パターンでV2コマンドを呼び出すには、次の構文を使用します。
client.command(parameters)

次の例では V2createTableのコマンドを使用して推奨される 非同期/待機パターンを使用して
DynamoDB テーブルを作成します。
const {DynamoDB} = require('@aws-sdk/client-dynamodb');
const dymamoDB = new DynamoDB({region: 'us-west-2'});
var tableParams = {
TableName : TABLE_NAME
};
async function run() => {
try {
const data = await dymamoDB.createTable(tableParams);
console.log("Success", data);
}
catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

次の例では V2createBucketのコマンドを使用して、コールバックパターンを使って Amazon S3 バケッ
トを作成します。
const {S3} = require('@aws-sdk/client-s3');
const s3 = new S3({region: 'us-west-2'});
var bucketParams = {
Bucket : BUCKET_NAME
};
function run(){
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};

})

s3.createBucket(bucketParams, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Location);
}

新しいミドルウェアスタック
SDK の V2では、イベントリスナーをリクエストに添付することで、ライフサイクルの複数のステージを
介してリクエストを変更できるようになりました。このアプローチでは、リクエストのライフサイクル中
に問題が発生したことをデバッグすることが困難になる可能性があります。
V3 では、新しいミドルウェアスタックを使用して、オペレーション呼び出しのライフサイクルを制御でき
ます。このアプローチには、いくつかの利点があります。スタック内の各ミドルウェアステージは、リク
エストオブジェクトに変更を加えた後、次のミドルウェアステージを呼び出します。また、エラーに至る
までのミドルウェアステージが呼び出されたかを正確に確認できるため、スタック内の問題のデバッグが
はるかに簡単になります。
次の例では、ミドルウェアを使用して (先ほど作成して示した) Amazon DynamoDB クライアントにカスタ
ムヘッダーを追加します。最初の引数は呼び出すスタックの次のミドルウエアステージであるnextを受け
入れる関数と、呼び出され操作に関する情報を含むオブジェクトであるcontextを受け入れる関数です。
この関数は、操作とリクエストに渡されるパラメータを含むオブジェクトのargsを受け入れる関数を返し
ます。次のミドルウェアをargsで呼び出した結果を返します
dbclient.middlewareStack.add(
(next, context) => args => {
args.request.headers["Custom-Header"] = "value";
return next(args);
},
{
step: "build"
}
);
dbclient.send(new PutObjectCommand(params));

Node.js で SDK を使用する
Node.js は、サーバー側で実行するための、クロスプラットフォームランタイムです JavaScript アプリ
ケーション。Node.js を Amazon Elastic Compute Cloud （Amazon EC2 ）インスタンスで設定してサー
バーで実行できます。Node.js を使用してオンデマンドの AWS Lambda 関数を書き込むこともできます。
Node.js での SDK の使用方法は、使用方法とは異なります JavaScript ウェブブラウザでの この違い
は、SDK のロード方法と、特定のウェブサービスにアクセスするために必要な認証情報の取得方法による
ものです。特定の API の使用がNode.jsとブラウザの間で異なる場合、これらの違いを呼び出します。

AWS Cloud9 による SDK の使用
SDK を使用して Node.js アプリケーションを開発することもできます。 JavaScript のAWS Cloud9IDE。
の使用方法の詳細についてはAWS Cloud9用の SDK を使って JavaScript「」を参照してくださいAWS
Cloud9 を AWS SDK for JavaScript に使用する (p. 54)。
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AWS Amplify による SDK の使用
ブラウザベースの Web、モバイル、ハイブリッドアプリケーションの場合は、AWS Amplifyでの
GitHub。SDKを次のように拡張します JavaScript宣言タイプインターフェイスを提供します。

Note
Amplify のようなフレームワークは、SDK と同じブラウザサポートを提供しない可能性がありま
す JavaScript。詳細については、フレームワークドキュメントを参照してください。

ウェブブラウザで SDK を使用します。
主要なウェブブラウザはすべて JavaScript。 JavaScript ウェブブラウザで実行されているコードは、しば
しば呼び出されますのクライアント側の JavaScript。
AWS SDK for JavaScript がサポートしているブラウザのリストについては、「サポートされているウェブ
ブラウザ (p. 23)」を参照してください。
向け SDK の使用 JavaScript ウェブブラウザでの方法は、Node.js での使用方法とは異なります。この違い
は、SDK のロード方法と、特定のウェブサービスにアクセスするために必要な認証情報の取得方法による
ものです。特定の API の使用がNode.jsとブラウザの間で異なる場合、これらの違いを呼び出します。

V3 でブラウザーを使用
V3 を使用すると、以下のSDK のみをブラウザにバンドルして含めることができます。 JavaScript 必要な
ファイルにより、オーバーヘッドが削減されます。
SDK の V3 を使用するには JavaScript HTMLページには、必要なクライアントモジュールと必要なすべて
のものをバンドルする必要があります JavaScript 機能を 1 つに JavaScript Webpackを使用してファイル
を保存し、スクリプトタグに追加します<head>あなたの HTML ページの。例:
<script src="./main.js"></script>

Note
Webpackの詳細については、Webpack によるアプリケーションのバンドル (p. 42)を参照して
ください。
SDK の V2 を使うには JavaScript 代わりに、V2 SDK の最新バージョンを指すスクリプトタグを追加
します。詳細については、次を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/
developer-guide/getting-started-browser.html#getting-started-browser-run-sample向け SDK JavaScript v2
デベロッパーガイド.

一般的なユースケース
向け SDK の使用 JavaScript ブラウザスクリプトでを使用すると、多くの魅力的なユースケースを実現で
きます。SDK for を使用してブラウザアプリケーションで作成できるものについて、次にいくつかの例を
示します。 JavaScript さまざまな Web サービスにアクセスします。
• AWS のサービス用にカスタムコンソールを構築して、複数のリージョンやサービスにわたる機能にアク
セスし、それらを組み合わせて組織やプロジェクトのニーズが最大限に満たされるようにします。
• Amazon Cognito アイデンティティを使用して、Facebook やその他のサードパーティーによる認証の使
用を含めて、認証されたユーザーがブラウザアプリケーションやウェブサイトにアクセスできるように
します。
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• Amazon Kinesis を使用して、クリックストリームやその他のマーケティングデータをリアルタイムで処
理します。
• ウェブサイトの訪問者やアプリケーションユーザー向けの個別の優先ユーザー選定などの、サーバーレ
スデータの永続性のために Amazon DynamoDB を使用します。
• AWS Lambda を使用して、ダウンロードなしで、知的財産をユーザーに公開することなくブラウザのス
クリプトから呼び出すことができる独自のロジックをカプセル化する。

例について
SDK を閲覧するには JavaScript の例AWSコードサンプルリポジトリ。

リソース
このガイドに加えて、SDK では以下の用のオンラインリソースが利用可能です。 JavaScript 開発者:
• [ AWS SDK for JavaScript V3 API Reference Guide ]
• AWSSDK とツールのリファレンスガイド: 共通する設定、機能、その他の基本概念が含まれています
AWSSDK。
• JavaScript 開発者ブログ
• AWS JavaScript フォーラム
• JavaScript の例AWSコードカタログ
• AWS[ Code Example Repository ]
• Gitter チャネル
• スタックオーバーフロー
• [Stack Overflow questions taggedAWS -sdk-js]
• GitHub
• [ SDK Source ]
• [ Documentation Source ]
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AWS SDK for JavaScript の開始方法
AWS SDK for JavaScript は、ブラウザスクリプトまたは Node.js のいずれかでウェブサービスへのアクセ
スを提供します。このセクションでは、こうしたそれぞれの「使用開始」の演習が用意されています。こ
うしたそれぞれの「 JavaScript 使用開始」 JavaScript の演習が用意されています。

Note
のSDK forAWS Cloud9 IDEのSDK for JavaScript Node.js を使用してアプリケーション、およびブ
ラウザベースのアプリケーションのNode.js を開発できます。Node.js開発のAWS Cloud9の使用
方法の例については、AWS Cloud9 を AWS SDK for JavaScript に使用する (p. 54)を参照して
ください。
トピック
• ブラウザスクリプトの使用開始 (p. 8)
• Node.jsの使用開始 (p. 13)
• React Nativeを開始します。 (p. 16)

ブラウザスクリプトの使用開始
このセクションでは、ブラウザでのSDK for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for
SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for JavaScript SDK for SDK for SDK for

Note
ブラウザでV3を実行することは、バージョン2 (V2)とは若干異なります。詳細については、「V3
でブラウザーを使用 (p. 6)」を参照してください。
ブラウザの Node.js JavaScript で SDK for for を使用するその他の例については、以下を参照してくださ
い。
• ブラウザからAmazon S3 バケットの写真を表示する (p. 180)
• ブラウザから Amazon S3 へ写真をアップロードします (p. 190)
• DynamoDB にデータを送信するアプリケーションを構築します (p. 311)

このブラウザスクリプト例では以下を示します。
• Amazon Cognito アイデンティティを使用してブラウザスクリプトから AWS のサービスにアクセスする
方法。
• Amazon Polly を使用して、テキストを合成音声に変換する方法。
• presigner オブジェクトを使用して、署名済み URL を作成する方法。
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シナリオ
Amazon Polly はテキストを肉声に近い音声に変換するクラウドサービスです。Amazon Polly を使用し
て、エンゲージメントやアクセシビリティを高めるアプリケーションを開発できます。Amazon Polly は複
数の言語をサポートし、リアルな音声を多数備えています。Amazon Pollyの詳細については、「Amazon
Polly デベロッパーー ガイド」を参照してください。
この例では、テキストを受信、そのテキストを Amazon Pollyに送信、再生するテキストの合成音声のURL
を返すブラウザスクリプトを設定して実行する方法を示します。ブラウザスクリプトはAmazon Cognito
アイデンティティプールを使用してAWSのサービスへのアクセスに必要な認証情報を提供します。こ
の例は、ブラウザスクリプトで SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for JavaScript
JavaScript をロードして使用するための基本的なパターンを示します。

Note
この例の合成音声の再生は、HTML 5 オーディオをサポートするブラウザのこの例で実行される
必要があります。

ブラウザスクリプトは、次の API を使用するテキストの合成に SDK for SDK for JavaScript SDK for SDK
for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK を使用します。
• CognitoIdentityClient コンストラクタ
• Polly コンストラクタ
• getSynthesizeSpeechUrl

ステップ 1: Amazon Cognito アイデンティティプール
を作成
この演習では、Amazon Polly サービスのブラウザスクリプトへの認証されていないアクセスを提供する
「Amazon Cognito」(Amazon Cognito)アイデンティティプールを作成して使用します。アイデンティティ
プールを作成すると、2 つのAWS Identity and Access Management (IAM)ロールも作成されます。1 つは
アイデンティティプロバイダーによって認証されたユーザーをサポートするため、もう 1 つは非認証ゲス
トユーザーをサポートするためです。
この演習では、タスクに集中し続けるために、認証されていないユーザーロールのみを使用します。後で
ID プロバイダーと認証済みユーザーのサポートを統合できます。

Amazon Cognito アイデンティティプールを作成するには
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Web Services コンソールで Amazon
Cognito コンソールを開きます。
コンソールの開始ページで、[Manage Identity Pools] (ID プールの管理) を選択します。
次のページで、[新しい ID プールの作成] を選択します。

Note
他のアイデンティティプールがない場合、Amazon Cognito コンソールはこのページをスキッ
プし、代わりに次のページを開きます。
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4.

[使用開始ウィザード] で、[ID プール名] の ID プールの名前を入力します。

5.
6.
7.

[認証されていない ID に対してアクセスを有効にする] を開きます。
[Create Pool] (プールの作成) を選択します。
次のページで、[View Details] (詳細を表示) を選択し、アイデンティティプール用に作成した 2 つ
の IAM ロールの名前を表示します。認証されていない ID のロールの名前を書き留めます。Amazon
Polly に必要なポリシーを追加するにはこの名前が必要です。
[Allow] (許可) を選択します。

8.
9.

「サンプルコード」ページで、「プラットフォーム」を選択しますJavaScript。次に、ID プール ID と
リージョンをコピーまたは書き留めます。ブラウザスクリプトで地域およびIDENTITY_POOL_IDをブ
ラウザスクリプトで置換するには、これらの値が必要です。

Amazon Cognito アイデンティティプールを作成したら、ブラウザスクリプトに必要な Amazon Polly の権
限を追加する準備が整います。

ステップ 2: 作成した IAM ロールにポリシーを追加
音声合成のために Amazon Polly へのブラウザスクリプトのアクセスを有効にするには、Amazon Cognito
アイデンティティプール用に作成された認証されていない IAM ロールを使用します。これを進めるに
は、IAM ポリシーをロールに追加する必要があります。IAMロールの詳細については、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。

Amazon Polly ポリシーを、認証されていないユーザーに関連付けられている IAM ロールに追加す
るには
1.

AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。

2.
3.

ページの左側のナビゲーションパネルで、[ロール] を選択します。
IAM ロールのリストで、Amazon Cognito によって以前に作成された非認証アイデンティティロール
のリンクをクリックします。
このロールの概要ページで、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

4.
5.

このロールの「権限の添付」ページで、のチェックボックスを探して選択しま
すAmazonPollyFullAccess。

Note
6.

このプロセスを使用して、AWSのサービスへのアクセスを有効にすることができます。
[ポリシーのアタッチ] を選択します。

Amazon Cognito アイデンティティプールを作成し、認証されていないユーザーの IAM ロールに Amazon
Polly の許可を追加すると、ウェブページとブラウザスクリプトを作成する準備が整います。

ステップ 3: プロジェクト環境を作成する
これらの Node TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptとサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってくださいGitHub。

ステップ 4: HTMLページの作成
サンプルアプリケーションは、ユーザーインターフェイスを含む1つのHTML ページと、必要な JavaScript
を含むファイルで構成されています JavaScript。開始するには、HTML 文書を作成し、その中に以下の
内容をコピーします。このページには、入力フィールドとボタン、合成された音声を再生するための
<audio> 要素、およびメッセージを表示するための <p> 要素が含まれます。(すべての例はこのページの
一番下に表示されます。)
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<script>この要素は、main.js JavaScript 例に必要なすべてを含むファイルを追加します。
ステップ 5: を記述する JavaScript (p. 11)で説明されているように、webpackを使用してmain.jsファ
イルを作成します。
<audio>要素の詳細については、「audio」（オーディオ）を参照してください。
HTML ページ全体は、こちらからご覧いただけます GitHub。
polly.html という名前を付けて、HTML ファイルを保存します。アプリケーションのユーザーインター
フェイスを作成したら、アプリケーションを実行するブラウザスクリプトコードを追加する準備が整いま
した。
ブラウザののV3を使用するには、AWS SDK for JavaScript JavaScript にインストールしたモジュールと関
数をバンドルするためにWebpackが必要ですステップ 3: プロジェクト環境を作成する (p. 10)。

Note
Webpackのインストールの詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v3/
developer-guide/webpack.htmlを参照してください。

ステップ 5: を記述する JavaScript
polly.jsというファイルを作成し、そこに以下のコードをペーストします。 JavaScript 全ページはこ
ちらからご覧いただけます GitHub。このコードは、まず必要なAWSSDK クライアントとコマンドをイン
ポートします。次に、SDKの認証情報を指定するPollyサービスクライアントオブジェクトを作成しま
す。Amazon Pollyを使用して音声を合成するには、出力の音声形式、サンプリングレート、使用する音声
の ID、再生するテキストなどを含む、さまざまなパラメータを提供する必要があります。最初にパラメー
タを作成するときは、Text: パラメータを空の文字列に設定します。Text: パラメータは、ウェブページ
の <input> 要素から取得した値に設定されます。
次に、ボタンによってイベントハンドラとして呼び出されるspeakText()という名前の関数を作成しま
す。Amazon Polly は、合成音声を音声ストリームとして返します。ブラウザでその音声を再生する最も簡
単な方法は、Amazon Polly によってあらかじめ署名済み URL で音声を利用できるようにする方法です。
その後、ウェブページの <audio> 要素の src 属性として設定できます。
次に、Presignerオブジェクトを作成して、合成された音声オーディオを取得できる署名済み URL を作
成します。定義した音声パラメータと、作成した Polly サービスオブジェクトを Polly.Presigner コ
ンストラクタに渡す必要があります。
事前署名者オブジェクトを作成したら、そのオブジェクトのgetSynthesizeSpeechUrlメソッドを呼び
出し、音声パラメータを渡します。成功した場合、このメソッドは合成された音声の URLを返信し、再生
するために、コードを<audio>要素に割り当てます。
最後に、polly.jsを含むプロジェクトフォルダからコマンドプロンプトで以下を実行して、 JavaScript
この例のをという名前のファイルにバンドルしますmain.js。
webpack --entry polly.js --mode development --target web --devtool false -o main.js

Note
webpackのインストールについては、Webpack によるアプリケーションのバンドル (p. 42)を
参照してください。
import { CognitoIdentityClient } from "@aws-sdk/client-cognito-identity";
import {
fromCognitoIdentityPool,
} from "@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity";
import { Polly } from "@aws-sdk/client-polly";
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import { getSynthesizeSpeechUrl } from "@aws-sdk/polly-request-presigner";
// Create the Polly service client, assigning your credentials
const client = new Polly({
region: "REGION",
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: "REGION" }),
identityPoolId: "IDENTITY_POOL_ID" // IDENTITY_POOL_ID
}),
});
// Set the parameters
const speechParams = {
OutputFormat: "OUTPUT_FORMAT", // For example, 'mp3'
SampleRate: "SAMPLE_RATE", // For example, '16000
Text: "", // The 'speakText' function supplies this value
TextType: "TEXT_TYPE", // For example, "text"
VoiceId: "POLLY_VOICE" // For example, "Matthew"
};
const speakText = async () => {
// Update the Text parameter with the text entered by the user
speechParams.Text = document.getElementById("textEntry").value;
try{
let url = await getSynthesizeSpeechUrl({
client, params: speechParams
});
console.log(url);
// Load the URL of the voice recording into the browser
document.getElementById('audioSource').src = url;
document.getElementById('audioPlayback').load();
document.getElementById('result').innerHTML = "Speech ready to play.";
} catch (err) {
console.log("Error", err);
document.getElementById('result').innerHTML = err;
}
};
// Expose the function to the browser
window.speakText = speakText;

ステップ6。例を実行する
サンプルアプリを実行するには、ウェブブラウザにpolly.htmlをロードします。アプリは次のようにな
ります。

入力ボックスに読み上げたいフレーズを入力し、[合成] を選択します。音声再生が可能な場合、メッセー
ジが表示されます。音声プレイヤーを使用して、合成された音声をコントロールします。

想定される拡張機能
ブラウザスクリプトで SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK for SDK
for SDK for JavaScript SDK for SDK for SDK for
• 他のサウンド出力形式を試してみます。
• Amazon Polly が提供するさまざまな音声を選択するためのオプションを追加します。
• 認証済みの IAM ロールを使用するために、Facebook や Amazon などのアイデンティティプロバイダー
と統合します。
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Node.jsの使用開始

この Node.js コード例は以下を示しています。
• プロジェクトが使用するモジュールをインストールして含める方法。
• Node.js codeをAmazon S3 バケットを作成して、そのバケットにオブジェクトをアップロードして記述
する方法。
• コードを実行する方法。

シナリオ
この例では、Amazon S3 バケットを作成してテキストオブジェクトを追加する、簡単な Node.js モジュー
ルを設定して実行する方法を示します。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• npm をインストールします。
• これらの Node TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptとサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください GitHub。
• アカウントとそのリソースのみが SDK でアクセスされるように、AWS に認証情報を提供する必要があ
ります。アカウント認証情報を取得する方法の詳細については、「共有認証情報ファイルから Node.js
に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してください。

ステップ 1: Amazon S3 パッケージと依存関係をイン
ストールします
クライアントパッケージと依存関係をインストールするには、
1.

srcプロジェクトディレクトリには、Node.js プロジェクトのメタデータを保持するため
のpackage.jsonファイルがあります。

Note
Node.js プロジェクトでの package.json 使用の詳細については、「ファイル package.json
とは」を参照してください。
{

"name": "aws-sdk-v3-iam-examples",
"version": "1.0.0",
"main": "index.js",
"dependencies": {
"@aws-sdk/client-s3": "^3.32.0"
},
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}

"type": "module"

サンプルコードはこちらにあります GitHub。
2.

package.jsonを含むnodegetstartedディレクトリから、次のコマンドを入力します。
npm install

パッケージと依存関係がインストールされます。

Note
依存関係をpackage.jsonに追加して、npm installを実行してインストールできます。
コマンドラインを通じて依存関係を直接追加することもできます。例えば、Amazon S3を
AWS SDK for JavaScriptv3クライアントモジュールにインストールするには、コマンドライ
ンに以下のコマンドを入力します。
npm install @aws-sdk/client-s3

package.json依存関係は自動的に更新されます。

ステップ 2: Node.js コードを記述する
Important
この例では、クライアントサービスオブジェクトおよびECMAScript6 (ES6)を使用してコマンド
をimport/exportする方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。
libsプロジェクトのルートにという名前のフォルダを作成し、AmazonsampleClient.js S3サービスク
ライアントオブジェクトを作成するためのクライアントを含む名前のファイルを作成します。それに以下
のコードをコピーしてペーストします。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

サンプルコードはここにあります GitHub。
次に、プロジェクトのルートに、という名前のファイルを作成しますsample.js。
まず、BUCKET_NAMEをバケットの名前に、KEYを新しいオブジェクトの名前に、BODYを新しいオブジェ
クトのコンテンツに置き換えて、パラメーターを定義します。
次に、Amazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。次に、2 つの try/catch ステートメントを順番
に実行する非同期ラッパー関数を作成します。最初の try/catch ステートメントはバケットを作成し、2番
目は新しいオブジェクトを作成してアップロードします。
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バケットを作成するには、非同期/待機パターンを使用する.sendメソッドを使用し
てCreateBucketCommandを実行する定数を作成し、新しいバケットの名前を渡します。待機キーワー
ドは、バケットが作成されるまで継続するすべてのコードの実行をブロックします。エラーが発生した場
合、最初のcatchステートメントはエラーを返信します。
オブジェクトを作成後に新しいバケットにアップロードするには、PutObjectCommandを実行する定数を
作成します。これも、非同期/待機パターンを使用する.sendメソッドを使用し、バケット、キー、および
本体のパラメーターに渡します。エラーが発生した場合、2 番目のcatchステートメントはエラーを返信
します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutObjectCommand, CreateBucketCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js";
// Set the parameters
const params = {
Bucket: "BUCKET_NAME", // The name of the bucket. For example, 'sample_bucket_101'.
Key: "KEY", // The name of the object. For example, 'sample_upload.txt'.
Body: "BODY", // The content of the object. For example, 'Hello world!".
};
const run = async () => {
// Create an Amazon S3 bucket.
try {
const data = await s3Client.send(
new CreateBucketCommand({ Bucket: params.Bucket })
);
console.log(data);
console.log("Successfully created a bucket called ", data.Location);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
// Create an object and upload it to the Amazon S3 bucket.
try {
const results = await s3Client.send(new PutObjectCommand(params));
console.log(
"Successfully created " +
params.Key +
" and uploaded it to " +
params.Bucket +
"/" +
params.Key
);
return results; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

サンプルコードはここにあります GitHub。

ステップ 3: 例を実行する
例を実行するには、次のコマンドを入力します。
node sample.js

アップロードが成功すると、コマンドプロンプトに確認メッセージが表示されます。Amazon S3 コンソー
ルにもバケットとアップロードされたテキストオブジェクトがあります。

15

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
React Nativeを開始します。

React Nativeを開始します。
このチュートリアルでは、ReactNative CLIを使用して React Native アプリを作成する方法を示します。

このチュートリアルでは、次のことを示します。
• プロジェクトが使用する AWS SDK for JavaScript version 3 (V3) モジュールをインストールして含める
方法。
• 「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)」に接続して Amazon S3 バケットを作成および削除す
るコードを記述する方法。

シナリオ
Amazon S3は、ウェブ上のどこからでも、いつでも、任意の量のデータを保存および取得できるようにす
るクラウドサービスです。React Native は、モバイルアプリケーションを作成して有効にするデベロップ
メントフレームワークです。このチュートリアルでは、AmazonS3に接続してAmazonS3バケットを作成
および削除するReactNativeアプリを作成する方法を示します。
アプリケーションは次のSDK for JavaScript API を使用します。
• CognitoIdentityClient コンストラクタ
• S3 コンストラクタ

このチュートリアルのセットアップ
このセクションでは、このチュートリアルを完了するために必要な最小限のセットアップを提供しま
す。これを完全なセットアップであるとは見なさないでください。詳細については、「の SDK の設定
JavaScript (p. 23)」を参照してください。

Note
他のチュートリアルまたは既存の設定で次のステップのいずれかをすでに完了している場合は、
これらのステップをスキップします。

AWS アカウントを作成する
AWSアカウントの作成については、「新規Amazon Web Services アカウントを作成してアクティベイト
化するにはどうするか？」を参照してください。

AWS 認証情報とプロファイルの作成
これらのチュートリアルを実行するには、AWS Identity and Access Management (IAM)ユーザーを作成
し、そのユーザーの認証情報を取得する必要があります。これらの認証情報を取得したら、開発環境の
SDK で利用可能にします。その方法は次のとおりです。

認証情報を作成して使用するには
1.

AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。
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[Users] を選択して、[Add] を選択します。

3.

ユーザー名を指定します。このチュートリアルでは、React-Native-Tutorial-User を使用します。

4.

[AWSアクセスタイプの選択]で、[プログラムによるアクセス]を選択し、[次へ：アクセス許可]を選択
します。

5.

[既存のポリシーを直接アタッチする] を選択します。

6.

[検索] に「Amazon S3」s3 と入力して選択しますFullAccess。

7.

[Next: Tags]、[Next: Review]、[Create user] の順に選択します。

8.

React-Native-Tutorial-User の認証情報を記録します。これを行うには、.csv ファイルをダウンロー
ドするか、 Access key ID（アクセスキー ID） および Secret access key（シークレットアクセス
キー）をコピーしてペーストします。

Warning
適切なセキュリティ対策を講じてこれらの認証情報を安全に保管し、ローテーションしてく
ださい
9.

共有 AWS 認証情報ファイルを作成するか、開きます。このファイルは、~/.aws/
credentialsLinuxおよびmacOSシステム、および%USERPROFILE%\.aws\credentialsWindows
上にあります。

10. 共有 AWS 認証情報ファイルに次のテキストを追加します。ただし、サンプル ID とサンプルキーを先
ほど取得したものに置き換えます。必ずファイルを保存してください。
[javascript-tutorials]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

前述の手順は、考えられる認証と認可のうち最もシンプルなものです。詳細については、「認証情報の設
定 (p. 30)」を参照してください。

他のツールのインストール
このチュートリアルを完了するには、React Nativeデベロップメント環境を設定する必要があります。
また、以下のツールをインストールする必要があります。
• Node.js
• IOSでテストしている場合はXcode。
• Androidでテストしている場合は、AndroidStudio。

ステップ 1: Amazon Cognito アイデンティティプール
を作成
この演習では、Amazon Cognito アイデンティティプールを作成して使用し、Amazon S3 サービスのア
プリで未認証のアクセスを提供します。アイデンティティプールを作成すると、2 つのAWS Identity and
Access Management (IAM)ロールも作成されます。1 つはアイデンティティプロバイダーによって認証さ
れたユーザーをサポートするため、もう 1 つは非認証ゲストユーザーをサポートするためです。
この演習では、タスクに集中し続けるために、認証されていないユーザーロールのみを使用します。後で
ID プロバイダーと認証済みユーザーのサポートを統合できます。
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Amazon Cognito アイデンティティプールを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Web Services コンソールで Amazon
Cognito コンソールを開きます。

2.

コンソールの開始ページで、[Manage Identity Pools] (ID プールの管理) を選択します。

3.

次のページで、[新しい ID プールの作成] を選択します。

Note
他のアイデンティティプールがない場合、Amazon Cognito コンソールはこのページをスキッ
プし、代わりに次のページを開きます。
4.

[使用開始ウィザード] で、[ID プール名] の ID プールの名前を入力します。

5.

[認証されていない ID に対してアクセスを有効にする] を開きます。

6.

[Create Pool] (プールの作成) を選択します。

7.

次のページで、[View Details] (詳細を表示) を選択し、アイデンティティプール用に作成した 2 つの
IAM ロールの名前を表示します。認証されていない ID のロールの名前を書き留めます。Amazon S3
に必要なポリシーを追加するにはこの名前が必要です。

8.

[Allow] (許可) を選択します。

9.

「サンプルコード」ページで、「プラットフォーム」を選択しますJavaScript。次に、ID プール
ID とリージョンをコピーまたは書き留めます。ブラウザスクリプトで REGION（ 地域 ）および
IDENTITY_POOL_IDをブラウザスクリプトで置換するには、これらの値が必要です。

Amazon Cognito アイデンティティプールを作成したら、React Native appにより必要な Amazon S3 権限
を追加する準備が整います。

ステップ 2: 作成した IAM ロールにポリシーを追加
Amazon S3 へのブラウザスクリプトのアクセスを有効にして Amazon S3 バケットを作成および削除す
るには、Amazon Cognito ID プール用に作成された非認証の IAM ロールを使用します。これを進めるに
は、IAM ポリシーをロールに追加する必要があります。IAMロールの詳細については、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。

Amazon S3ポリシーを、非認証ユーザーに関連付けられているIAM ロールに追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。

2.

ページの左側のナビゲーションパネルで、[ロール] を選択します。

3.

IAM ロールのリストで、Amazon Cognito によって以前に作成された非認証アイデンティティロール
のリンクをクリックします。

4.

このロールの概要ページで、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

5.

このロールの「アタッチ権限」ページで、AmazonS3 のチェックボックスを探して選択します
FullAccess。

Note
このプロセスを使用して、AWSのサービスへのアクセスを有効にすることができます。
6.

[ポリシーのアタッチ] を選択します。

Amazon Cognito アイデンティティプールを作成した後、非認証ユーザーの IAM ロールに Amazon
許可を追加すると、アプリを構築する準備が整います。
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ステップ 3: を使用してアプリを作成する create-reactnative-app
次のコマンドを実行してReact Native Appを作成します。
npx react-native init ReactNativeApp --npm

ステップ 4: Amazon S3パッケージとその他の依存関
係をインストールします
プロジェクトのディレクトリ内で、次のコマンドを実行して Amazon S3 パッケージをインストールしま
す。
npm install @aws-sdk/client-s3

このコマンドはプロジェクトに Amazon S3 パッケージをインストールして、package.jsonを更新し、
Amazon S3 をプロジェクトの依存関係として一覧表示します。このパッケージに関する情報は、https://
www.npmjs.com/npmウェブサイトで「＠aws-sdk」と検索すると見つかります。
これらのパッケージとそれに関連するコードは、プロジェクトの node_modules サブディレクトリにイ
ンストールされています。
Node.js パッケージのインストールの詳細については、npm (Node.js パッケージマネージャー) ウェブサイ
トのパッケージをローカルでダウンロードしてインストールおよび Node.jsモジュールの作成を参照して
ください。AWS SDK for JavaScript のダウンロードとインストールについては、「の SDK のインストー
ル JavaScript (p. 24)」を参照してください。
認証に必要なその他の依存関係をインストールします。
npm install @aws-sdk/client-cognito-identity @aws-sdk/credential-provider-cognito-identity

ステップ 5: React Native コードを書き込みする。
次のコードをApp.jsに追加します。
import React, { useState } from "javascriptv3/example_code/reactnative/App";
import { Button, StyleSheet, Text, TextInput, View } from "react-native";
import {
S3Client,
CreateBucketCommand,
DeleteBucketCommand,
} from "@aws-sdk/client-s3";
import { CognitoIdentityClient } from "@aws-sdk/client-cognito-identity";
import { fromCognitoIdentityPool } from "@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity";
const App = () => {
const [bucketName, setBucketName] = useState("");
const [successMsg, setSuccessMsg] = useState("");
const [errorMsg, setErrorMsg] = useState("");
// Replace REGION with the appropriate AWS Region, such as 'us-east-1'.
const region = "REGION";
const client = new S3Client({
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region,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region }),
// Replace IDENTITY_POOL_ID with an appropriate Amazon Cognito Identity Pool ID for,
such as 'us-east-1:xxxxxx-xxx-4103-9936-b52exxxxfd6'.
identityPoolId: "IDENTITY_POOL_ID",
}),
});
const createBucket = async () => {
setSuccessMsg("");
setErrorMsg("");
try {
await client.send(new CreateBucketCommand({ Bucket: bucketName }));
setSuccessMsg(`Bucket "${bucketName}" created.`);
} catch (e) {
setErrorMsg(e);
}

};

const deleteBucket = async () => {
setSuccessMsg("");
setErrorMsg("");
try {
await client.send(new DeleteBucketCommand({ Bucket: bucketName }));
setSuccessMsg(`Bucket "${bucketName}" deleted.`);
} catch (e) {
setErrorMsg(e);
}

};

return (
<View style={styles.container}>
<Text style={{ color: "green" }}>
{successMsg ? `Success: ${successMsg}` : ``}
</Text>
<Text style={{ color: "red" }}>
{errorMsg ? `Error: ${errorMsg}` : ``}
</Text>
<View>
<TextInput
style={styles.textInput}
onChangeText={(text) => setBucketName(text)}
autoCapitalize={"none"}
value={bucketName}
placeholder={"Enter Bucket Name"}
/>
<Button
backroundColor="#68a0cf"
title="Create Bucket"
onPress={createBucket}
/>
<Button
backroundColor="#68a0cf"
title="Delete Bucket"
onPress={deleteBucket}
/>
</View>
</View>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
container: {
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flex: 1,
alignItems: "center",
justifyContent: "center",

},
});

export default App;

このコードはまず必要な React、React Native、およびAWSSDKの依存関係をインポートします。
機能アプリ内部：
• S3Client オブジェクトが作成され、前に作成した Amazon Cognito アイデンティティプールを使用して
認証情報を指定します。
• 方法createBucketとdeleteBucketで指定されたバケットをそれぞれ作成および削除します。
• React ネイティブビューには、ユーザーが Amazon S3 バケット名を指定するテキスト入力フィールド
と、指定された Amazon S3 バケットを作成および削除するボタンが表示されます。
JavaScript 全ページはこちらからご覧いただけます GitHub。

ステップ6。例を実行する
この例を実行するには、npm を使用して Web、ios、または android コマンドを使用します。
これは、macOSで実行中のiosコマンドの出力例です。
$ npm run ios
> ReactNativeApp@0.0.1 ios /Users/trivikr/workspace/ReactNativeApp
> react-native run-ios
info Found Xcode workspace "ReactNativeApp.xcworkspace"
info Launching iPhone 11 (iOS 14.2)
info Building (using "xcodebuild -workspace ReactNativeApp.xcworkspace -configuration Debug
-scheme ReactNativeApp -destination id=706C1A97-FA38-407D-AD77-CB4FCA9134E9")
success Successfully built the app
info Installing "/Users/trivikr/Library/Developer/Xcode/DerivedData/ReactNativeAppcfhmsyhptwflqqejyspdqgjestra/Build/Products/Debug-iphonesimulator/ReactNativeApp.app"
info Launching "org.reactjs.native.example.ReactNativeApp"
success Successfully launched the app on the simulator

これは、macOSで実行中のandroidコマンドの出力例です。
$ npm run android
> ReactNativeApp@0.0.1 android
> react-native run-android
info Running jetifier to migrate libraries to AndroidX. You can disable it using "--nojetifier" flag.
Jetifier found 970 file(s) to forward-jetify. Using 12 workers...
info Starting JS server...
info Launching emulator...
info Successfully launched emulator.
info Installing the app...
> Task :app:stripDebugDebugSymbols UP-TO-DATE
Compatible side by side NDK version was not found.
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> Task :app:installDebug
02:18:38 V/ddms: execute: running am get-config
02:18:38 V/ddms: execute 'am get-config' on 'emulator-5554' : EOF hit. Read: -1
02:18:38 V/ddms: execute: returning
Installing APK 'app-debug.apk' on 'Pixel_3a_API_30_x86(AVD) - 11' for app:debug
02:18:38 D/app-debug.apk: Uploading app-debug.apk onto device 'emulator-5554'
02:18:38 D/Device: Uploading file onto device 'emulator-5554'
02:18:38 D/ddms: Reading file permision of /Users/trivikr/workspace/ReactNativeApp/android/
app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk as: rw-r--r-02:18:40 V/ddms: execute: running pm install -r -t "/data/local/tmp/app-debug.apk"
02:18:41 V/ddms: execute 'pm install -r -t "/data/local/tmp/app-debug.apk"' on
'emulator-5554' : EOF hit. Read: -1
02:18:41 V/ddms: execute: returning
02:18:41 V/ddms: execute: running rm "/data/local/tmp/app-debug.apk"
02:18:41 V/ddms: execute 'rm "/data/local/tmp/app-debug.apk"' on 'emulator-5554' : EOF hit.
Read: -1
02:18:41 V/ddms: execute: returning
Installed on 1 device.
Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 7.0.
Use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings.
See https://docs.gradle.org/6.2/userguide/
command_line_interface.html#sec:command_line_warnings
BUILD SUCCESSFUL in 6s
27 actionable tasks: 2 executed, 25 up-to-date
info Connecting to the development server...
8081
info Starting the app on "emulator-5554"...
Starting: Intent { cmp=com.reactnativeapp/.MainActivity }

作成または削除したいバケット名を入力し、Create Bucket（バケットの作成）またはDelete Bucket（バ
ケットの削除）のいずれかをクリックします。それぞれのコマンドが Amazon S3 に送信され、成功また
はエラーメッセージが表示されます。

想定される拡張機能
これは、React Native app のSDK for React for SDK for JavaScript React を使用してさらに探索するため
に使用できる、このアプリケーションのバリエーションを示します。
• Amazon S3 バケットを一覧表示するボタンを追加し、一覧にされている各バケットの横に削除ボタンを
提供します。
• テキストオブジェクトをバケットに入れるためのボタンを追加します。
• 認証済みの IAM ロールを使用するために、Facebook や Amazon などの外部のアイデンティティプロバ
イダーと統合します。
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の SDK の設定 JavaScript
このセクションのトピックでは、SDK をインストールおよびロードし、SDK がサポートするウェブサー
ビスにアクセスする方法について説明します。 JavaScript

Note
React Native ディベロッパーは、AWSで新しいプロジェクトを作成するために AWS Amplifyを使
用する必要があります。詳細については、aws-sdk-react-nativeアーカイブを参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 23)
• の SDK のインストール JavaScript (p. 24)
• の SDK の読み込み JavaScript (p. 25)
• コードをSDK for JavaScript V3 に移行します (p. 25)

前提条件
Node.js をサーバーにインストールします (まだインストールしていない場合)。
トピック
• AWS Node.js 環境を設定します (p. 23)
• サポートされているウェブブラウザ (p. 23)

AWS Node.js 環境を設定します
アプリケーションを実行可能な AWS Node.js 環境を設定するには、次のいずれかの方法を使用します。
• Node.js がプリインストールされている Amazon マシンイメージ (AMI) を選択します。次に、その
AMI を使用してAmazon EC2 インスタンスを作成します。Amazon EC2 インスタンスを作成するとき
は、AWS Marketplace から AMI を選択してください。AWS Marketplaceで Node.js を検索し、Node.js
のプリインストールバージョン (32 ビットまたは 64 ビット) を含む AMI オプションを選択します。
• Amazon EC2 インスタンスを作成して、Node.js をインストールします。Amazon Linux インスタンスで
Node.js をインストールする方法の詳細については、Amazon EC2 インスタンスでの Node.js を設定す
る (p. 310)を参照してください。
• AWS Lambdaを使用して、Node.js を Lambda 関数として実行し、サーバーレス環境を作
成します。Lambda 関数内で Node.js を使用する方法の詳細は、[ AWS Lambda Developer
Guide]の[ Programming model (Node.js) ]を参照してください。
• Node.js アプリケーションをAWS Elastic Beanstalk にデプロイします。Elastic Beanstalk で Node.js
を使用する方法の詳細については、AWS Elastic Beanstalk［Developer Guide ]の[ Deploying Node.js
applications to AWS Elastic Beanstalk ]を参照してください。
• AWS OpsWorksを使用して、Node.js アプリケーションサーバーを作成します。AWS OpsWorks
で Node.js を使用する方法の詳細については、 [ AWS OpsWorks User Guide ]の[ Creating your first
Node.js stack ]を参照してください。

サポートされているウェブブラウザ
は、すべての最新の WebAWS SDK for JavaScript ブラウザをサポートしています。
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バージョン 3.183.0 以降では、SDK for は ES2020 JavaScript アーティファクトを使用します。このアー
ティファクトは次の最小バージョンをサポートします。
ブラウザ

バージョン

Google Chrome

80.0+

Mozilla Firefox

80.0+

Opera

63.0+

Microsoft Edge

80.0+

Apple Safari

14.1+

サムスン・インターネット

12.0+

バージョン 3.182.0 以前では、SDK for は ES5 JavaScript アーティファクトを使用します。ES5 アーティ
ファクトは、以下の最小バージョンをサポートしています。
ブラウザ

バージョン

Google Chrome

49.0

Mozilla Firefox

45.0

Opera

36.0

Microsoft Edge

12.0+

Windows Internet Explorer

該当なし

Apple Safari

9.0+

Android ブラウザ

76.0+

UC ブラウザ

12.12+

サムスン・インターネット

5.0

Note
などのフレームワークは、の SDKAWS Amplify と同じブラウザサポートを提供しない場合があり
ます JavaScript。詳細については、[ AWS Amplify Documentation ]を参照してください。

の SDK のインストール JavaScript
すべてのサービスがSDK または 全てのAWS 地域ですぐに利用できない場合があります。
[npm, the Node.js package manager])を使用してAWS SDK for JavaScriptからサービスをインストールす
るには、コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力し、ここではSERVICEはs3のようなサービス名で
す。
npm install @aws-sdk/client-SERVICE
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AWS SDK for JavaScriptサービスクライアントパッケージの全リストについては、AWS SDK for
JavaScriptAPI リファレンスガイドを参照してください。

の SDK の読み込み JavaScript
SDK のインストール後、import を使用してノードアプリケーションにクライアントパッケージをロード
できます。たとえば Amazon S3 クライアントをロードするには、以下を使用します。
import {S3} from "@aws-sdk/client-s3";

コードをSDK for JavaScript V3 に移行します
AWS SDK for JavaScriptバージョン 3 (v3) は、クライアント設定およびユーティリティ用の最新インター
フェイスが付属していて、認証情報、Amazon S3 マルチパートアップロード、ウェイターなどが含まれま
す。AWS SDK for JavaScript GitHub v2と各変更にに相当するv2と各変更にに相当するv2と各変更にに相
当するv2の変更内容を確認できます。
SDK for JavaScript v3 を最大限に活用するには、以下のコードモードスクリプトの使用をお勧めします。

コードモッドを使う
に用意されている codemod スクリプトの実験的なコレクションは、既存のAWS SDK for JavaScript (v2)
アプリケーションを v3 API aws-sdk-js-codemodを使用するように移行するのに役立ちます。以下のよう
に変換を実行できます。
$ npx aws-sdk-js-codemod -t v2-to-v3 PATH...

たとえば、v2 から Amazon DynamoDB クライアントを作成し、listTablesオペレーションを呼び出す
次のコードがあるとします。

// example.ts
import AWS from "aws-sdk";
const region = "us-west-2";
const client = new AWS.DynamoDB({ region });
client.listTables({}, (err, data) => {
if (err) console.log(err, err.stack);
else console.log(data);
});

v2-to-v3example.tsこの変換は次のように実行できます。
$ npx aws-sdk-js-codemod -t v2-to-v3 example.ts

トランスフォームは DynamoDB インポートを v3 に変換し、v3 クライアントを作成して、listTables以
下のようにオペレーションを呼び出します。

// example.ts
import { DynamoDB } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
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const region = "us-west-2";
const client = new DynamoDB({ region });
client.listTables({}, (err, data) => {
if (err) console.log(err, err.stack);
else console.log(data);
});

一般的なユースケースにに相当するトランスフォームを実装しました。コードが正しく変換されない場合
は、入力コードの例と観察/予想される出力コードを含むバグレポートまたは機能リクエストを作成してく
ださい。特定のユースケースが既存の問題ですでに報告されている場合は、賛成票で支持を示してくださ
い。
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用の SDK の設定 JavaScript
SDK for JavaScript API を使用してウェブサービスを呼び出す前に、SDK を設定する必要があります。少
なくとも、これらの設定を構成する必要があります。
• サービスをリクエストするAWS 地域
• SDKリソースへのアクセスを許可するcredentials（認証情報）。
これらの設定に加えて、AWSリソースへの許可も設定する必要があります。例えば、Amazon S3 バケッ
トへのアクセスを制限したり、Amazon DynamoDB テーブルを読み取り専用アクセスに制限したりできま
す。
AWS SDK とツールのリファレンスガイドには、AWS SDK の多くに共通する設定、機能、その他の基本
概念も含まれています。
このセクションのトピックでは、Node.js JavaScript JavaScript およびウェブブラウザで実行用に SDK を
設定する方法について説明します。
トピック
• サービスごとの設定 (p. 27)
• AWS リージョンの設定 (p. 28)
• 認証情報の取得 (p. 29)
• 認証情報の設定 (p. 30)
• Node.js の考慮事項 (p. 36)
• ブラウザスクリプトの考慮事項 (p. 39)

サービスごとの設定
SDK を設定するには、設定情報をサービスオブジェクトに渡します。
サービスレベルの構成では、個々のサービスを大幅に制御し、ニーズがデフォルトの設定と異なる場合
に、個々のサービスオブジェクト設定の更新を有効にします。

Note
バージョン 2.x ではAWS SDK for JavaScriptサービス設定は、個々のクライアントコンストラク
タに渡すことができます。ただし、これらの設定は、まずグローバル SDK 設定 AWS.configの
コピーに自動的にマージされます。
また、既存のクライアントではなく、更新呼び出しが行われた後にインスタンス化されたサービ
スクライアントのAWS.config.update({/* params *})更新された設定のみを呼び出しま
す。
この動作は頻繁な混乱の原因であり、フォワード互換の方法でサービスクライアントのサブセッ
トにのみ影響する設定をグローバルオブジェクトに追加することを困難にしました。バージョン3
では、SDKによって管理されるグローバル設定はなくなりました。設定は、インスタンス化され
た各サービスクライアントに渡す必要があります。同じ設定を複数のクライアント間で共有する
ことは可能ですが、その設定はグローバルステートに自動的にマージされません。
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サービスごとの構成の設定
SDK JavaScript で使用する各サービスには、そのサービスの API の一部であるサービスオブジェクトを介
してアクセス許可 例えば、Amazon S3 サービスにアクセスするには、Amazon S3 サービスオブジェクト
を作成します。そのサービスオブジェクトのコンストラクタの一部として、サービスに固有の設定を指定
できます。
た例えば、複数のリージョン内の Amazon EC2 オブジェクトにアクセスする必要がある場合は、各リー
ジョンに Amazon EC2 サービスオブジェクトを作成し、それに応じて各サービスオブジェクトのリージョ
ン設定を行います。
var ec2_regionA = new EC2({region: 'ap-southeast-2', maxRetries: 15});
var ec2_regionB = new EC2({region: 'us-west-2', maxRetries: 15});

AWS リージョンの設定
AWS地域とは、同じ地域内にあるAWSリソースの名前つきセットです。リージョンの例は us-east-1 で
す。これは、米国東部 (バージニア北部) リージョンです。SDK JavaScript がその地域内のサービスにアク
セスするように、SDK for でサービスクライアントを作成するときに地域を指定します。 の一部のサービ
スは、特定のリージョンでのみ利用可能です。
SDK for は、 JavaScript デフォルトではリージョンを選択しません。ただし、環境変数、または共有の設
定configファイルを使用してAWS 地域を設定できます。

クライアントクラスコンストラクタ内
サービスオブジェクトをインスタンス化する場合、次に示すように、クライアントクラスコンストラクタ
の一部としてリソースのAWS地域を指定することができます。
const s3Client = new S3.S3Client({region: 'us-west-2'});

環境変数を使用
AWS_REGION 環境変数を設定して、リージョンを設定できます。この変数を定義すると、SDK for
JavaScript がそれを読み込み、使用します。

共有 Config ファイルの使用
共有認証情報ファイルで SDKで使用する認証情報を保存できるのと同じように、AWS 地
域やその他の構成設定をSDKで使用されるconfigという名前の共有ファイルに保存できま
す。AWS_SDK_LOAD_CONFIG環境変数が真の値に設定されている場合、SDK for はロード時にconfig file
JavaScript を自動的に検索します。config ファイルを保存する場所はオペレーティングシステムによっ
て異なります。
• Linux、macOS、またはUnix ユーザー－~/.aws/config
• Windows ユーザー－C:\Users\USER_NAME\.aws\config
共有 config ファイルがまだない場合は、指定されたディレクトリに 1 つ作成することができます。次の
例では、config ファイルはリージョンと出力形式の両方を設定します。
[default]
region=us-west-2
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output=json

共有したconfigと認証情報ファイルの使用の詳細については、AWS Command Line Interface User
Guide（ユーザーガイド）の共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)また
はConfiguration and credential files（設定と認証情報ファイル）を参照してください。

地域設定の優先順位
地域設定の優先順位は以下の通りです。
1. リージョンがクライアントクラスコンストラクタに渡された場合、そのリージョンが使用されます。
2. 環境変数に地域が設定されている場合は、その地域が使用されます。
3. それ以外の場合は、共有 config ファイルで定義された地域が使用されます。

認証情報の取得
AWSアカウントを作成すると、アカウントには、ルート認証情報、または以下のことを含むアクセスキー
が提供されます。
• アクセスキー ID
• シークレットアクセスキー
アクセスキーの詳細については、 AWS General Reference（全般リファレンス）のUnderstanding and
getting your security credentials（セキュリティ認証情報の理解と取得）を参照してください。
AWSユーザが外部とやり取りするには、プログラムによるアクセスが必要ですAWS Management
Console。プログラムによるアクセスを許可する方法は、アクセスするユーザーのタイプによって異なり
ますAWS。
• IAM Identity Center で ID を管理する場合、AWS API にはプロファイルが必要で、AWS Command Line
Interfaceにはプロファイルまたは環境変数が必要です。
• IAM ユーザーがいる場合、AWS APIAWS Command Line Interface とにはアクセスキーが必要です。可
能な限り、アクセスキー ID、シークレットアクセスキー、および認証情報の失効を示すセキュリティ
トークンで構成される一時的な認証情報を作成してください。
ユーザーにプログラムによるアクセスを許可するには、以下のいずれかのオプションを選択します。
プログラムによるアクセスが必
要なのはどのユーザーですか?

To

ワークフォースの

短期間の認証情報を使用し
使用したいインターフェスのア
て、AWS CLIまたはAWS API へ クセス許可
のプログラムによるリクエスト
に（直接またはAWS SDK を使用 • についてはAWS CLI、『AWS
IAM Identity Center (successor
して）署名します。
to AWS Single Sign-On)ユー
ザーガイド』の「CLI アクセ
ス用の IAM ロール認証情報の
取得」の手順に従ってくださ
い。
• AWSAPI については、
『AWSSDK およびツールリ

(IAM Identity Center で管理する
ユーザー)

By
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プログラムによるアクセスが必
要なのはどのユーザーですか?

To

By
ファレンスガイド』の「SSO
認証情報」の指示に従ってく
ださい。

IAM

短期間の認証情報を使用し
IAM ユーザーガイドの「AWS
て、AWS CLIまたはAWS API へ リソースでの一時認証情報の使
のプログラムによるリクエスト
用」の指示に従います。
に（直接またはAWS SDK を使用
して）署名します。

IAM

長期認証情報を使用して、AWS
IAM ユーザーガイドの「IAM
CLIまたはAWS API へのプログ
ユーザーのアクセスキーの管
ラムによるリクエストに（直接
理」の指示に従います。
またはAWS SDK を使用して）署
名します。
(非推奨)

認証情報の設定
AWS は認証情報を使用して、サービスを呼び出しているユーザーと、リクエストされたリソースへのアク
セスが許可されているかを識別します。AWS では、これらの認証情報は通常、アカウントと共に作成され
たアクセスキー ID とシークレットアクセスキーです。
Web ブラウザで実行されているか Node.js サーバーで実行されているかにかかわらず、 JavaScript コード
は API を介してサービスにアクセスする前に有効な認証情報を取得する必要があります。認証情報は、認
証情報をサービスオブジェクトに直接渡してサービスごとに設定することができます。
認証情報を設定する方法はいくつかありますが、Node.js と Web JavaScript ブラウザでは異なります。こ
のセクションのトピックでは、Node.js またはウェブブラウザで認証情報を設定する方法について説明し
ます。いずれの場合も、オプションは推奨順に表示されています。

認証情報のベストプラクティス
認証情報を正しく設定することで、ミッションクリティカルなアプリケーションに影響を与えたり重要な
データを侵害する可能性があるセキュリティ問題への露出を最小限に抑えながら、アプリケーションまた
はブラウザスクリプトが必要なサービスおよびリソースにアクセスできるようにします。
認証情報を設定するときに適用する重要な原則は、常に自分のタスクに必要な最小限の権限を付与するこ
とです。最小限のアクセス許可を超えるアクセス許可を提供し、その結果、セキュリティ問題が後で発見
されてそれを修正するよりも、リソースに対する最小限のアクセス許可を提供し、必要に応じてさらにア
クセス許可を追加する方が安全です。例えば、Amazon S3 バケット内のオブジェクトや DynamoDB テー
ブル内のオブジェクトなど、個々のリソースを読み書きする必要がある場合を除き、これらのアクセス許
可を読み取り専用に設定します。
最小権限の付与の詳細については、IAM User Guide（IAM ユーザーガイド）の ベストプラクティス ト
ピックの Grant least privilege （最小特権を付与）を参照してください。

Warning
アプリケーションやブラウザスクリプト内で認証情報をハードコードすることは可能ですが、そ
うしないことをお勧めします。認証情報をハードコーディングすると、アクセスキー ID とシーク
レットアクセスキーが公開される危険があります。

30

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
Node.js の認証情報を設定

アクセスキーを管理する方法の詳細については、AWS全般的なリファレンスの Best practices for
managing AWSaccess keys(アクセスキー管理のベストプラクティス）を参照してください。
トピック
• Node.js の認証情報を設定 (p. 31)
• ウェブブラウザの認証情報を設定します (p. 33)

Node.js の認証情報を設定
Node.js では、SDK に認証情報を提供する方法がいくつかあります。これらの中には、より安全なものも
あれば、アプリケーションの開発中により便利に使えるものもあります。Node.js で認証情報を取得する
場合は、環境変数やロードした JSON ファイルなど、1つ以上のソースに依存するように注意してくださ
い。変更が行われたことに気付かずに、コードの実行に使用されるアクセス許可を変更してしまう可能性
があります。
推薦順に認証情報を提供することが出来ます。
1. Amazon EC2 の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールからロード
2. 共有認証情報ファイル (~/.aws/credentials) から読み込む
3. 環境変数から読み込む
4. ディスク上の JSON ファイルから読み込む
5. によって提供されるその他の認証情報プロバイダークラス JavaScript SDK
V3 は Node.js にデフォルトの認証情報プロバイダーを提供します。したがって、認証情報プロバイダを明
示的に提供する必要はありません。デフォルトの認証情報プロバイダは、認証情報が1つのソースから返さ
れるまで指定された優先順位で、さまざまな異なるソースからの認証情報を解決しようとします。解決さ
れた認証情報が動的ソースからのものである場合（認証情報が期限切れになる可能性があることを意味し
ます）、SDK は特定のソースを使用して認証情報を更新します。
デフォルトの認証情報プロバイダが認証情報を解決するソースの順序は次のとおりです。
1. 環境変数
2. 共有認証情報ファイル
3. Amazon ECS 認証情報プロバイダーからロードされた認証情報 (該当する場合)
4. Amazon EC2 インスタンスの認証情報プロバイダーを使用してAWS Identity and Access Management
からロードされた認証情報 (インスタンスメタデータで設定されている場合)

Warning
アプリケーションにAWS認証情報をハードコーディングすることはお勧めしません。認証情報を
ハードコーディングすると、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーが公開される危険があ
ります。
このセクションのトピックでは、認証情報を Node.js にロードする方法について説明します。
トピック
• Amazon EC2 の IAM ロールから認証情報を Node.js にロードします (p. 32)
• Node.js Lambda 関数の認証情報をロード (p. 32)
• 共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)
• 環境変数から Node.jsに 認証情報をロードします (p. 33)
• 設定された認証情報プロセスを使用して Node.js に認証情報をロードします (p. 33)
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Amazon EC2 の IAM ロールから認証情報を Node.js にロードし
ます
Amazon EC2 インスタンスで Node.js アプリケーションを実行する場合、Amazon EC2 の IAM ロールを活
用して自動的に認証情報をインスタンスに提供できます。IAM ロールを使用するようにインスタンスを設
定する場合、SDK はアプリケーションの IAM 認証情報を自動的に選択するため、手動で認証情報を提供
する必要がなくなります。
Amazon EC2 インスタンスへの IAM ロールの追加の詳細については、 IAM roles for Amazon
EC2（Amazon EC2 の IAM ロール）を参照してください。

Node.js Lambda 関数の認証情報をロード
AWS Lambda 関数を作成するときは、その関数を実行する許可を持つ特別な IAM ロールを作成する必要
があります。このロールは、実行ロールと呼ばれます。Lambda 関数を設定するときは、作成した IAM
ロールを対応する実行ロールとして指定する必要があります。
実行ロールは、実行と他のウェブサービスを呼び出すために必要な認証情報を Lambda 関数に提供しま
す。その結果、Lambda 関数内で記述した Node.js コードに認証情報を提供する必要はありません。
Lambda 実行ロールの作成の詳細については、「」を参照してください。アクセス許可のアクセス許可の
アクセス許可 IAM ロール (実行ロール) を使用するのAWS Lambdaデベロッパーガイド。

共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします
AWS の認証情報データは、SDK とコマンドラインインターフェイスで使用される共有ファイルに保存で
きます。SDKが JavaScript は、ロード時に共有認証情報ファイルを検索します。これは「credentials」
という名前です。共有認証情報ファイルを保存する場所は、オペレーティングシステムによって異なりま
す。
• Linux、Unix、および macOS の共有認証情報ファイル: ~/.aws/credentials
• Windows の共有認証情報ファイル: C:\Users\USER_NAME\.aws\credentials
認証情報ファイルがまだない場合は、「認証情報の取得 (p. 29)」を参照してください。
それらの手順を実行すると、認証情報ファイルに次のようなテキストが表示されます。ここ
で、<YOUR_ACCESS_KEY_ID> はアクセスキーID、 そして<YOUR_SECRET_ACCESS_KEY> はシークレッ
トアクセスキーです。ディレクトリに、次のような共有認証情報ファイルを作成します。
[default]
aws_access_key_id = <YOUR_ACCESS_KEY_ID>
aws_secret_access_key = <YOUR_SECRET_ACCESS_KEY>

[default] セクションの見出しは、デフォルトのプロファイルと認証情報の関連する値を指定します。
同じ共有設定ファイルに、それぞれ独自の認証情報を持つ追加のプロファイルを作成できます。次の例
は、デフォルトプロファイルと 2 つの追加プロファイルを含む設定ファイルを示しています。
[default] ; default profile
aws_access_key_id = <DEFAULT_ACCESS_KEY_ID>
aws_secret_access_key = <DEFAULT_SECRET_ACCESS_KEY>
[personal-account] ; personal account profile
aws_access_key_id = <PERSONAL_ACCESS_KEY_ID>
aws_secret_access_key = <PERSONAL_SECRET_ACCESS_KEY>
[work-account] ; work account profile
aws_access_key_id = <WORK_ACCESS_KEY_ID>
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aws_secret_access_key = <WORK_SECRET_ACCESS_KEY>

デフォルトでは、SDK は AWS_PROFILE 環境変数を確認して、使用するプロファイルを決定します。環
境に AWS_PROFILE 変数が設定されていない場合、SDK は [default] プロファイルの認証情報を使用し
ます。代替プロファイルのいずれかを使用するには、AWS_PROFILE 環境変数の値を変更します。たとえ
ば、上記の設定ファイルを指定する場合、作業アカウントから認証情報を使用するには、AWS_PROFILE
環境変数を work-account (オペレーティングシステムに適切なもの) に設定します。

Note
環境変数を設定するときは、必ず後で適切なアクション (オペレーティングシステムの必要に応じ
て) を行って、シェルまたはコマンド環境で変数を利用可能にしてください。
環境変数を設定 (必要に応じて) した後、実行することができます。 JavaScript SDK を使用するファイル
(たとえば、という名前のファイルなど)script.js。
$ node script.js

また、次の例に示すように、クライアントが使用するプロファイルを明示的に選択することもできます。
const {fromIni} = require("@aws-sdk/credential-providers");
const s3Client = new S3.S3Client({
credentials: fromIni({profile: 'work-account'})
});

環境変数から Node.jsに 認証情報をロードします
SDK は、環境内の変数として設定されているAWS認証情報を自動的に検出してSDKリクエストに使用し
ます。これにより、アプリケーションで認証情報を管理する必要がなくなります。認証情報を提供するた
めに設定する環境変数は次のとおりです。
• AWS_ACCESS_KEY_ID
• AWS_SECRET_ACCESS_KEY
• AWS_SESSION_TOKEN(オプション)

Note
環境変数を設定するときは、必ず後で適切なアクション (オペレーティングシステムの必要に応じ
て) を行って、シェルまたはコマンド環境で変数を利用可能にしてください。

設定された認証情報プロセスを使用して Node.js に認証情報を
ロードします
共有 AWS configファイルまたは共有認証情報ファイルの認証情報プロセスを指定する方法の詳細につい
ては、「Sourcing credentials from external processes」（外部プロセスから認証情報をソースする）を参
照してください。

ウェブブラウザの認証情報を設定します
ブラウザスクリプトから SDK に認証情報を提供する方法はいくつかあります。これらの中には、より安全
なものもあれば、スクリプトの開発中により便利に使えるものもあります。
推薦順で認証情報を提供できる方法は次のとおりです。
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1. Amazon Cognito アイデンティティを使用してユーザーを認証し、認証情報を提供する
2. ウェブフェデレーテッド ID を使用する
3. スクリプト内のハードコーディング

Warning
スクリプトに AWS 認証情報をハードコーディングすることはお勧めしません。認証情報をハー
ドコーディングすると、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーが公開される危険がありま
す。
トピック
• Amazon Cognito アイデンティティを使用してユーザー認証をする (p. 34)

Amazon Cognito アイデンティティを使用してユーザー認証をす
る
ブラウザスクリプトのAWS 認証情報を入手する推薦方法は、Amazon Cognito アイデンティティ認証情報
クライアントCognitoIdentityClient を使います。Amazon Cognito では、サードパーティのアイデン
ティティプロバイダーによるユーザーの認証が可能です。
Amazon Cognito アイデンティティを使用するには、最初に Amazon Cognito コンソールでアイデンティ
ティプールを作成する必要があります。ID プールは、アプリケーションがユーザーに提供する ID のグ
ループを表します。ユーザーに与えられたアイデンティティは、各ユーザーアカウントを一意に識別しま
す。Amazon Cognito ID は認証情報ではありません。これらは AWS Security Token Service (AWS STS)
のウェブ ID フェデレーションサポートを使用して認証情報と交換されます。
Amazon Cognito は、複数のアイデンティティプロバイダーにわたるアイデンティティの抽象化を管理す
るのに役立ちます。ロードされた ID は AWS STS の認証情報と交換されます。

Amazon Cognito アイデンティティ認証情報オブジェクトを設定します
まだ作成していない場合は、Amazon Cognito クライアントを設定する前に Amazon Cognito
console（Amazon Cognito コンソール）でブラウザスクリプトによりアイデンティティプールを作成して
ください。アイデンティティプール用の認証済み IAM ロールと未認証 IAM ロールの両方を作成して関連
付けます。詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/tutorial-createidentity-pool.html」を参照してください。
認証されていないユーザーは アイデンティティが検証されないため、このロールはアプリケーションの
ゲストユーザーに適切です。または、ユーザーのアイデンティティが検証されているかどうかが重要では
ない場合に適切です。認証されているユーザーは、自分の ID を確認するサードパーティーの ID プロバイ
ダーを介してアプリケーションにログインします。リソースの許可の範囲を適切に設定し、認証されてい
ないユーザーからのアクセスを許可しないようにします。
アイデンティティプールを設定したら、@aws-sdk/credential-providersか
らfromCognitoIdentityPoolのメソッドを使用して、アイデンティティプールから認証情報を取
得します。これは、IDENTITY_POOL_ID（アイデンティティプールID)のIDプール内のユーザーのuswest-2AWS地域にAmazonS3クライアントを作成する次の例に示されています。

// Import required AWS SDK clients and command for Node.js
import {S3Client} from "@aws-sdk/client-s3";
import {fromCognitoIdentityPool} from "@aws-sdk/credential-providers";
const REGION = AWS_REGION
const s3Client = new S3Client({

34

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
ウェブブラウザの認証情報を設定します
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
clientConfig: { region: REGION }, // Configure the underlying CognitoIdentityClient.
identityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID',
logins: {
// Optional tokens, used for authenticated login.
},
})
});

オプションの logins プロパティは、ID プロバイダー名の ID トークンへのマッピングです。ID プロバ
イダーからのトークンの取得方法は、使用するプロバイダーによって異なります。たとえば、Amazon
Cognito ユーザープールを認証プロバイダーとして使用している場合は、以下のような方法を同様に使用
できます。
// Get the Amazon Cognito ID token for the user. 'getToken()' below.
let idToken = getToken();
let COGNITO_ID = "COGNITO_ID"; // 'COGNITO_ID' has the format 'cognitoidp.REGION.amazonaws.com/COGNITO_USER_POOL_ID'
let loginData = {
[COGNITO_ID]: idToken,
};
const s3Client = new S3Client({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
clientConfig: { region: REGION }, // Configure the underlying CognitoIdentityClient.
identityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID',
logins: loginData
})
});
// Strips the token ID from the URL after authentication.
window.getToken = function () {
var idtoken = window.location.href;
var idtoken1 = idtoken.split("=")[1];
var idtoken2 = idtoken1.split("&")[0];
var idtoken3 = idtoken2.split("&")[0];
return idtoken3;
};

認証されていないユーザーから認証されたユーザーへの切り替え
Amazon Cognito は、認証されたユーザーと認証されていないユーザーの両方をサポートします。認証さ
れていないユーザーは、ID プロバイダーのいずれにもログインしていない場合でも、リソースにアクセス
できます。このレベルのアクセスは、ログインする前にユーザーにコンテンツを表示するのに便利です。
認証されていない各ユーザーは、個別にログインして認証していない場合でも Amazon Cognito で一意の
アイデンティティを持ちます。

認証されていないユーザーとしての開始
ユーザーは通常、認証されていないロールから開始します。このロールでは、logins プロパティを使用
しないで設定オブジェクトの認証情報プロパティを設定します。この場合、デフォルト認証情報は次のよ
うになります。

// Import the required AWS SDK for JavaScript v3 modules.
import {fromCognitoIdentityPool} from "@aws-sdk/credential-providers";
// Set the default credentials.
const creds = new fromCognitoIdentityPool({
IdentityPoolId: "IDENTITY_POOL_ID",
clientConfig({ region: REGION }) // Configure the underlying CognitoIdentityClient.
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});

認証されたユーザーへの切り替え
認証されていないユーザーが アイデンティティプロバイダーにログインしたときに、トークンがあれば、
カスタム関数を呼び出して認証情報オブジェクトを更新し logins トークンを追加することで、認証され
ていないユーザーを認証されたユーザーに切り替えることができます。
// Called when an identity provider has a token for a logged in user
function userLoggedIn(providerName, token) {
creds.params.Logins = creds.params.logins || {};
creds.params.Logins[providerName] = token;

}

// Expire credentials to refresh them on the next request
creds.expired = true;

Node.js の考慮事項
Node.js コードはそうですが JavaScript、Node.jsAWS SDK for JavaScript でのの使用は、ブラウザース
クリプトでの SDK の使用とは異なる場合があります。一部の API メソッドは Node.js で動作しますが、
ブラウザスクリプトでは動作しません。また、その逆も生じます。また、一部の API をうまく使用するに
は、File System (fs) モジュールなどの他の Node.js モジュールをインポートして使用するなど、一
般的な Node.js コーディングパターンに精通している必要があります。

組み込み Node.js モジュールを使用します
Node.js では、インストールしなくても使用できる一連の組み込みモジュールを提供します。これらのモ
ジュールを使用するには、モジュール名を指定するために require メソッドを使ってオブジェクトを作
成します。たとえば、組み込みの HTTP モジュールを含めるには、次のようにします。
import http from 'http';

モジュールのメソッドを、そのオブジェクトのメソッドであるかのように呼び出します。たとえば、次に
示すのは HTML ファイルを読み込むコードです。
// include File System module
import fs from "fs";
// Invoke readFile method
fs.readFile('index.html', function(err, data) {
if (err) {
throw err;
} else {
// Successful file read
}
});

Node.js が提供するすべての組み込みモジュールの完全なリストについては、Node.js ウェブサイトの「」
（Node.js のドキュメント）を参照してください。Node.js

npm パッケージの使用
組み込みのモジュールに加えて、Node.js パッケージマネージャーのnpmから、サードパーティーコードを
含めたり、組み込んだりすることもできます。これは、オープンソースの Node.js パッケージとそれらの
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パッケージをインストールするためのコマンドラインインターフェースのリポジトリです。npmの詳細と
現在利用可能なパッケージのリストについては、「 https://www.npmjs.com」（https://www.npmjs.com）
を参照してください。また、使用できるその他の Node.js パッケージについてもこちらをご覧ください
GitHub。

Node.js での maxSockets の設定
Node.js では、オリジンあたりの最大接続数を設定できます。maxSockets が設定されている場合、低レ
ベルの HTTP クライアントはリクエストをキューに入れ、利用可能になったときに、ソケットに割り当て
ます。
これにより、一度に特定のオリジンへの同時リクエスト数の上限を設定できます。この値を小さくする
と、受信したスロットリングエラーまたはタイムアウトエラーの数を減らすことができます。ただし、ソ
ケットが使用可能になるまでリクエストがキューに入れられるため、メモリ使用量も増加する可能性があ
ります。
次の例は、DynamoDB クライアント用にmaxSocketsを設定する方法を示しています。
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { NodeHttpHandler } from "@aws-sdk/node-http-handler";
import https from "https";
var agent = new https.Agent({
maxSockets: 25
});
var dynamodbClient = new DynamoDBClient({
requestHandler: new NodeHttpHandler({
httpsAgent: agent
})
});

デフォルトの https を使用する場合、SDK は globalAgent から maxSockets 値を取りま
す。maxSockets 値が定義されていない場合、SDK はmaxSockets 値を 50 と見なします。
Node.js で maxSockets を設定する方法の詳細については、「Node.js のオンラインドキュメント」を参
照してください。

Node.js で Keep-alive を接続して再利用します
デフォルトの Node.js HTTP/HTTPS エージェントは新しいリクエストがあるたびに新しい TCP 接続を
作成します。新しい接続を確立するコストを回避するため、SDK for JavaScript はTCP接続を再利用しま
す。
Amazon DynamoDB クエリなどの短期間のオペレーションでは、TCP 接続を設定する際のレイテンシー
のオーバーヘッドが、オペレーション自体よりも大きくなる可能性があります。さらに、DynamoDB
encryption at rest（保管時の暗号化）はAWS KMSと統合されているため、オペレーションごとに新しい
AWS KMSキャッシュエントリを再確立する必要があるデータベースからレイテンシーが発生する可能性
があります。
TCP 接続の再利用を無効にするには、AWS_NODEJS_CONNECTION_REUSE_ENABLED環境変数を falseに
設定します(デフォルトはtrueです)。
DynamoDB クライアントの次の例に示すように、サービスクライアントごとにこれらの接続を存続させな
いようにすることもできます。
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { NodeHttpHandler } from "@aws-sdk/node-http-handler";
import { Agent } from "http";
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const dynamodbClient = new DynamoDBClient({
requestHandler: new NodeHttpHandler({
httpAgent: new Agent({keepAlive: false})
})
});

keepAliveが有効になっている場合、TCPキープアライブパケットの初期遅延をkeepAliveMsecsに設
定することもできます。これは、デフォルトでは1000ミリ秒(ms)です。詳細については、Node.js のド
キュメントを参照してください。

Node.js のプロキシを設定します
インターネットに直接接続できない場合、SDK for はサードパーティーの HTTP エージェントを介した
HTTP または HTTPS JavaScript プロキシの使用をサポートします。
サードパーティーの HTTP エージェントを検索するには、npmで「HTTP プロキシ」を検索します。
サードパーティーの HTTP エージェントプロキシをインストールするには、コマンドプロンプトで次のよ
うに入力します。ここではPROXY（プロキシ）はnpmパッケージの名前です。
npm install PROXY --save

アプリケーションでプロキシを使用するには、DynamoDBクライアントの次の例に示すよう
に、httpAgentと httpsAgentプロパティを使用します。
import { DynamoDBClient } from '@aws-sdk/client-dynamodb';
import { NodeHttpHandler } from '@aws-sdk/node-http-handler';
import { HttpsProxyAgent } from 'hpagent';
const agent = new HttpsProxyAgent({ proxy: 'http://internal.proxy.com' });
const dynamodbClient = new DynamoDBClient({
requestHandler: new NodeHttpHandler({
httpAgent: agent,
httpsAgent: agent
}),
});

Note
httpAgentはhttpsAgentと同じではなく、クライアントからのほとんどの呼び出しは https
になるため、両方を設定する必要があります。

Node.js に証明書バンドルを登録します
Node.js のデフォルトの信頼ストアには、AWS のサービスへのアクセスに必要な証明書が含まれています
場合によっては、特定の証明書セットのみを含めることが望ましい場合があります。
この例では、指定された証明書が提供されない限り、接続を拒否する https.Agent を作成するために
ディスク上の特定の証明書が使用されます。新しく作成されたhttps.Agentは、その次に、DynamoDB
クライアントによって使用されます。
import fs from "fs";
import https from "https";
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
const certs = [
fs.readFileSync("/path/to/cert.pem")
];
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const dynamodbClient = new DynamoDBClient({
httpOptions: {
agent: new https.Agent({
rejectUnauthorized: true,
ca: certs
})
}
});import { DynamoDBClient } from '@aws-sdk/client-dynamodb';
import { NodeHttpHandler } from '@aws-sdk/node-http-handler';
import { Agent } from 'https';
import { readFileSync } from 'fs';
const certs = [readFileSync("/path/to/cert.pem")];
const agent = new Agent({
rejectUnauthorized: true,
ca: certs
});
const dynamodbClient = new DynamoDBClient({
requestHandler: new NodeHttpHandler({
httpAgent: agent,
httpsAgent: agent
})
});

ブラウザスクリプトの考慮事項
以下のトピックでは、ブラウザスクリプトで AWS SDK for JavaScript を使用する際の特別な考慮事項につ
いて説明します。
トピック
• ブラウザ用 SDK の構築 (p. 39)
• Cross-Origin Resource Sharing (CORS) (p. 40)
• Webpack によるアプリケーションのバンドル (p. 42)

ブラウザ用 SDK の構築
JavaScript バージョン 2 (V2) 用の SDK とは異なり、V3 JavaScript はサービスのデフォルトセットを含ん
でサポートするファイルとして提供されていません。代わりに V3 を使用すると、 JavaScript 必要なファ
イルのSDK のみをブラウザにバンドルして含めることができ、オーバーヘッドを削減できます。Webpack
を使用して、 JavaScript ファイルに必要な SDK と、必要な追加のサードパーティパッケージを Web
pack を使用し、<script>タグを使用してブラウザスクリプトにロードします。JavascriptWebpack
の詳細については、「Webpack によるアプリケーションのバンドル (p. 42)」を参照してくださ
い。Webpack を使用してV3 SDK for JavaScript をブラウザにロードする例については、「」を参照して
くださいDynamoDB にデータを送信するアプリケーションを構築します (p. 311)。
ブラウザで CORS を強制する環境の外側で SDK を使用し、SDK for JavaScript によって提供されるす
べてのサービスにアクセスする場合は、リポジトリを複製し、SDK のデフォルトのホストバージョンを
ビルドするのと同じビルドツールを実行することで、SDK のカスタムコピーをローカルにビルドできま
す。SDK。次のセクションでは、追加のサービスと API バージョンを使用して SDK を構築するステップ
について説明します。

SDK Builder を使用した SDK の構築 JavaScript
Note
Amazon Web Services バージョン 3 (V3) はブラウザビルダーをサポートは終了しました。ブラウ
ザアプリケーションの帯域幅の使用量を最小限に抑えるために、名前付きモジュールをインポー
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トし、それらをバンドルしてサイズを小さくすることをお勧めします。バンドルの詳細について
は、「Webpack によるアプリケーションのバンドル (p. 42)」を参照してください。

Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
Cross-Origin Resource Sharing (CORS) は、最新ウェブブラウザのセキュリティ機能です。これにより、
ウェブブラウザはどのドメインが外部のウェブサイトまたはサービスのリクエストを行うことができるか
をネゴシエートできます。
AWS SDK for JavaScript を使用してブラウザアプリケーションを開発する場合、CORS は重要な考慮事項
です。リソースへのリクエストのほとんどは、ウェブサービスのエンドポイントなどの外部ドメインに送
信されるためです。JavaScript 環境で CORS セキュリティが適用される場合は、そのサービスで CORS
を設定する必要があります。
CORS は、クロスオリジンリクエストでリソースの共有を許可するかどうかを、以下に基づいて決定しま
す。
• リクエストを行う特定のドメイン
• 行われている HTTP リクエストのタイプ (GET、PUT、POST、DELETE など)

CORS の仕組み
最も簡単なケースとして、ブラウザスクリプトは他のドメインのサーバーからリソースの GET リクエス
トを行います。そのサーバーの CORS 設定に応じて、リクエストが GET リクエストの送信を許可されて
いるドメインからのものである場合、クロスオリジンサーバーはリクエストされたリソースを返すことに
よって応答します。
リクエスト元のドメインまたは HTTP リクエストの種類のいずれかが承認されていない場合、リクエスト
は拒否されます。ただし、CORS では、実際に送信する前にリクエストをプリフライトすることができま
す。この場合、OPTIONS アクセスリクエストオペレーションが送信されるプリフライトリクエストが行
われます。クロスオリジンサーバーの CORS 設定がリクエスト元ドメインへのアクセスを許可する場合、
サーバーはリクエスト元ドメインがリクエストされたリソースに対して行うことができるすべての HTTP
リクエストタイプをリストしたプリフライト応答を返送します。

CORS の設定が必要ですか
Amazon S3 バケットを操作する前に、CORS の設定が必要です。一部の JavaScript 環境では CORS が適
用されない可能性があるため、CORS の設定は必要ありません。例えば、Amazon S3 バケットからアプリ
ケーションをホストし、 *.s3.amazonaws.com またはその他の特定のエンドポイントからリソースにア
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クセスする場合、リクエストは外部ドメインにアクセスしません。したがって、この CORS 設定は必要あ
りません。この場合、CORS は Amazon S3 以外のサービスに使用されます。

Amazon S3 バケット向け CORS の設定
AmazonS3 コンソールで CORS を使用するように AmazonS3 バケットを設定できます。
で CORS を設定している場合AWSWeb サービス管理コンソールでは、JSON を使用して CORS 設定を作
成する必要があります。新しいAWSWeb サービス管理コンソールでは、JSON CORS 設定のみがサポー
トされます。

Important
新しいAWSWeb サービス管理コンソールでは、CORS 設定は JSON である必要があります。
1.
2.

左AWSWeb Services Management Conole で、Amazon S3 コンソールを開き、設定するバケットを
見つけ、そのチェックボックスをオンにします。
開いたペインで、アクセス許可。

3.

リポジトリの []アクセス権限[] タブで、[CORS の設定。

4.

CORS 設定をCORS 設定エディタ[] を選択してから、保存。

CORS 設定は、<CORSRule> の一連のルールを含む XML ファイルです。設定は最大で 100 個のルールを
持つことができます。ルールは次のいずれかのタグによって定義されます。
• <AllowedOrigin>— クロスドメインリクエストを許可するドメインオリジンを指定します。
• <AllowedMethod>— クロスドメインリクエストで許可するリクエストの種類
(GET、PUT、POST、POST、POST、DELETE、HEAD) を指定します。
• <AllowedHeader>— プリフライトリクエストで許可されるヘッダーを指定します。
設定例については、「」を参照してください。バケットで CORS を設定する方法のAmazon Simple
Storage Service ユーザーガイド。

CORS 設定例
次の CORS 設定例では、ユーザーはドメインからバケット内のオブジェクトを表示、追加、削除、
または更新することができます。example.org。ただし、スコープを設定することをお勧めしま
す。<AllowedOrigin>ウェブサイトのドメインに移動します。オリジンを許可するように "*" を指定で
きます。

Important
新しい S3 コンソールでは、CORS 設定は JSON である必要があります。
XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<CORSRule>
<AllowedOrigin>https://example.org</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
<AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
<ExposeHeader>ETag</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-meta-custom-header</ExposeHeader>
</CORSRule>
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</CORSConfiguration>

JSON
[

]

{

}

"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"HEAD",
"GET",
"PUT",
"POST",
"DELETE"
],
"AllowedOrigins": [
"https://www.example.org"
],
"ExposeHeaders": [
"ETag",
"x-amz-meta-custom-header"]

この設定では、ユーザーがバケットに対してアクションを実行することは許可されません。ブラウザのセ
キュリティモデルで Amazon S3 へのリクエストを許可できます。許可はバケット権限または IAM ロール
権限を介して設定する必要があります。
ExposeHeader を使用して、SDK に Amazon S3 から返されたレスポンスヘッダーを読み込ませ
ることができます。たとえば、ETagからのヘッダーPUTまたはマルチパートアップロードの場合
は、ExposeHeader前の例に示されているように、設定にタグを付けます。SDK は、CORS 設定によっ
て公開されているヘッダーにのみアクセスできます。オブジェクトにメタデータを設定すると、値は xamz-meta-my-custom-header のように、プレフィックス x-amz-meta- を持つヘッダーとして返さ
れ、同じ方法で公開されている必要があります。

Webpack によるアプリケーションのバンドル
ブラウザスクリプトまたは Node.js 内でウェブアプリケーションでコードモジュールを使用すると、依存
関係が生じます。これらのコードモジュールは独自の依存関係を持つことができ、結果として、アプリ
ケーションが機能するために必要な、相互接続されたモジュールの集まりができます。依存関係を管理す
るには、次のようなモジュールバンドラーを使用できます。webpack。
-webpackモジュールバンドラーはアプリケーションコードを解析し、importまたはrequireステートメ
ント。アプリケーションが必要とするすべてのアセットを含むバンドルを作成します。これは、アセット
を Web ページを通じて簡単に提供できるようにするためです。JavaScript用のSDKはwebpack出力バンド
ルに含める依存関係の 1 つとして。
の詳細webpack「」を参照してください。webpack モジュールバンドラーGitHub で。

Webpack のインストール
をインストールするにはwebpackモジュールバンドラーの場合は、まず npm (Node.js パッケージマネー
ジャー) がインストールされている必要があります。次のコマンドを入力して、webpackCLI と JavaScript
モジュールです。
npm install --save-dev webpack
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♪pathファイルパスとディレクトリパスを操作するためのモジュール。Webpack で自動的にインストール
される場合は、Node.js をインストールする必要があります。path-browserifyパッケージ。
npm install --save-dev path-browserify

Webpack の設定
デフォルトでは、Webpack はという名前の JavaScript ファイルを検索します。webpack.config.jsプ
ロジェクトのルートディレクトリ内に入力します。このファイルは、設定オプションを指定します。次に
の例を示します。webpack.config.jsWebpack バージョン 5.0.0 以降の設定ファイル。

Note
Webpack の設定要件は、インストールする Webpack のバージョンによって異なります。詳細に
ついては、「」を参照してください。Webpack ドキュメント。
// Import path for resolving file paths
var path = require("path");
module.exports = {
// Specify the entry point for our app.
entry: [path.join(__dirname, "browser.js")],
// Specify the output file containing our bundled code.
output: {
path: __dirname,
filename: 'bundle.js'
},
// Enable WebPack to use the 'path' package.
resolve:{
fallback: { path: require.resolve("path-browserify")}
}
/**
* In Webpack version v2.0.0 and earlier, you must tell
* webpack how to use "json-loader" to load 'json' files.
* To do this Enter 'npm --save-dev install json-loader' at the
* command line to install the "json-loader' package, and include the
* following entry in your webpack.config.js.
* module: {
rules: [{test: /\.json$/, use: use: "json-loader"}]
}
**/
};

この例では、browser.jsと指定される。エントリポイント。-エントリポイントファイルはある
かwebpackでは、インポートされたモジュールの検索を開始します。出力のファイル名は bundle.js と
して指定されます。この出力ファイルには、アプリケーションの実行に必要なすべての JavaScript が含ま
れています。エントリーポイントで指定されたコードが SDK for JavaScript などの他のモジュールをイン
ポートまたは必要とする場合、そのコードは設定で指定しなくてもバンドルされます。

Webpack の実行
使用するアプリケーションを構築するにはwebpackで、以下を追加します。scripts内のオブジェク
トpackage.jsonファイルを開きます。
"build": "webpack"

次に例を示します。package.json追加を示すファイルwebpack。
{
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}

"name": "aws-webpack",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
"build": "webpack"
},
"author": "",
"license": "ISC",
"dependencies": {
"@aws-sdk/client-iam": "^3.32.0",
"@aws-sdk/client-s3": "^3.32.0"
},
"devDependencies": {
"webpack": "^5.0.0"
}

アプリケーションを構築するには、次のコマンドを入力します。
npm run build

-webpack次に、モジュールバンドラーは、プロジェクトのルートディレクトリに指定した JavaScript
ファイルを生成します。

Webpack バンドルの使用
ブラウザスクリプト内でバンドルを使用するには、<script>次の例で示すようにタグ。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Amazon SDK with webpack</title>
</head>
<body>
<div id="list"></div>
<script src="bundle.js"></script>
</body>
</html>

Node.js 用のバンドル
次を使用できます。webpackを指定して Node.js で実行されるバンドルを生成するにはnodeをコンフィ
ギュレーションのターゲットとして指定します。
target: "node"

これは、ディスク容量に制限がある環境で Node.js アプリケーションを実行するときに役立ちます。出力
ターゲットとして指定された Node.js を使用した webpack.config.js 設定の例を次に示します。
// Import path for resolving file paths
var path = require("path");
module.exports = {
// Specify the entry point for our app.
entry: [path.join(__dirname, "browser.js")],
// Specify the output file containing our bundled code.
output: {
path: __dirname,
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filename: 'bundle.js'
},
// Let webpack know to generate a Node.js bundle.
target: "node",
// Enable WebPack to use the 'path' package.
resolve:{
fallback: { path: require.resolve("path-browserify")}
/**
* In Webpack version v2.0.0 and earlier, you must tell
* webpack how to use "json-loader" to load 'json' files.
* To do this Enter 'npm --save-dev install json-loader' at the
* command line to install the "json-loader' package, and include the
* following entry in your webpack.config.js.
module: {
rules: [{test: /\.json$/, use: use: "json-loader"}]
}
**/

};
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SDK for SDK でのサービスの操作
JavaScript
-AWS SDK for JavaScriptv3 は、クライアントクラスのコレクションを通じて、サポート対象となるサー
ビスへのアクセスを提供します。これらのクライアントクラスから、一般にサービスオブジェクトと呼
ばれるサービスインターフェイスオブジェクトが作成されます。サポートされている各 AWS サービスに
は、サービス機能とリソースを使用するための低レベル API を提供するクライアントクラスが 1 つ以上あ
ります。例えば、Amazon DynamoDB API は、DynamoDB クラスから利用できます。
SDK を通じて公開されるサービスJavaScriptリクエスト応答のパターンに従って、呼び出し元のアプリ
ケーションとメッセージを交換します。このパターンでは、サービスを呼び出すコードが HTTP/HTTPS
リクエストをそのサービスのエンドポイントに送信します。リクエストには、呼び出されている特定の機
能を正常に呼び出すために必要なパラメータが含まれています。呼び出されたサービスは、リクエスタに
返されるレスポンスを生成します。オペレーションが成功した場合、レスポンスにはデータが含まれてい
ます。オペレーションが失敗した場合は、エラー情報が含まれています。
AWS サービスの呼び出しには、試行された再試行を含め、サービスオブジェクトに対するオペレーション
のリクエストとレスポンスのライフサイクル全体が含まれています。リクエストには、JSON パラメータ
として 0 個以上のプロパティが含まれています。レスポンスは、オペレーションに関連するオブジェクト
にカプセル化されています。また、コールバック関数や、コールバック関数などのいくつかの手法の 1 つ
を通してリクエスタに返されます。JavaScriptプロミス。
トピック
• サービスオブジェクトの作成と呼び出し (p. 46)
• 非同期的なサービスの呼び出し (p. 47)
• サービスクライアントリクエストの作成 (p. 50)
• サービスクライアントレスポンスの処理 (p. 51)
• JSON の使用 (p. 51)

サービスオブジェクトの作成と呼び出し
-JavaScriptAPI はほとんどの可用性をサポートしていますAWSのサービス。内の各サービスJavaScriptAPI
は、クライアントクラスにsendサービスがサポートするすべての API を呼び出すために使用するメ
ソッド。のサービスクラス、オペレーション、およびパラメータの詳細については、を参照してくださ
い。JavaScriptAPI については、を参照してください。API リファレンス。
Node.js で SDK を使用する場合、を使用してアプリケーションに必要な各サービスの SDK パッケージを
アプリケーションに追加します。import。現在のすべてのサービスをサポートしている。次の例では、で
Amazon S3 サービスオブジェクトを作成します。us-west-1リージョン。
// Import the Amazon S3 service client
import {S3} from "@aws-sdk/client-s3";
// Create an S3 client in the us-west-1 Region
const s3Client = new S3.S3Client({
region: "us-west-1"
});

サービスオブジェクトパラメータの指定
サービスオブジェクトのメソッドを呼び出す場合、API の必要に応じて JSON でパラメータを渡します。
例えば、Amazon S3 では、指定されたバケットとキーのオブジェクトを取得するために、GetObject
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メソッドに以下のパラメータを渡します。JSON パラメータを渡す詳細については、「JSON の使
用 (p. 51)」を参照してください。
s3.getObject({Bucket: 'bucketName', Key: 'keyName'});

または、GetObjectCommandからのメソッドS3Client:
s3Client.send(new GetObjectCommand({Bucket: 'bucketName', Key: 'keyName'}));

Amazon S3 パラメータの詳細については、「」を参照してください。クラス: S3API リファレンスの「」
を参照してください。

非同期的なサービスの呼び出し
SDK を介して行われるリクエストはすべて非同期です。ブラウザスクリプトを作成するときに、この点に
注意してください。JavaScript通常、ウェブブラウザで実行するには、1 つの実行スレッドしかありませ
ん。AWS サービスへの非同期呼び出しを行った後、ブラウザスクリプトは実行を継続し、その過程で、非
同期の結果が戻る前に、その結果に依存するコードの実行を試みる可能性があります。
AWS サービスへの非同期呼び出しにはそれらの呼び出しの管理が含まれているため、データが利用可能に
なる前にコードがデータの使用を試みることはありません。このセクションのトピックでは、非同期呼び
出し管理の必要性を説明し、それらを管理するために使用できるさまざまな手法について詳しく説明しま
す。
非同期呼び出しを管理するには、これらの方法のいずれかを使用できますが、すべての新しいコードに対
して async/await を使用することをお勧めします。
非同期/待機
この手法は V3 のデフォルトの動作であるため、使用することをお勧めします。
約束
この手法は async/await をサポートしないブラウザで使用します。
折り返し電話
非常に単純な場合を除き、コールバックの使用は避けてください。ただし、移行シナリオでは便利な
場合があります。
トピック
• 非同期呼び出しの管理 (p. 47)
• async/await の使用 (p. 48)
• を使用するJavaScript約束 (p. 49)
• 匿名コールバック関数の使用 (p. 50)

非同期呼び出しの管理
たとえば、e コマースウェブサイトのホームページは、リピート顧客がサインインするようにします。サ
インインする顧客にとっての利点の 1 つは、サインイン後に、顧客の特定の好みに合わせてサイトがカス
タマイズされることです。これを実現するには、以下のことが必要です。
1. 顧客はログインして、ユーザー名とパスワードで検証される必要があります。
2. 顧客の好みは顧客データベースからリクエストされます。
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3. データベースは、ページがロードされる前に、サイトのカスタマイズに使用される顧客の好みを提供し
ます。
これらのタスクが同期的に実行される場合、それぞれの処理が完了してからでなければ、次が開始できま
せん。データベースから顧客のプリファレンスが戻されるまで、ウェブページはロードを終了できませ
ん。しかし、データベースクエリがサーバーに送信された後、ネットワークのボトルネック、異常に高
いデータベーストラフィック、またはモバイルデバイスの接続不良のために、顧客データの受信が遅れた
り、失敗することさえあります。
このような状況でウェブサイトがフリーズしないようにするため、データベースを非同期的に呼び出しま
す。データベース呼び出しが実行され、非同期リクエストが送信された後も、コードは想定どおりに継続
して実行されます。非同期呼び出しのレスポンスを適切に管理しないと、コードは、データベースから返
されると想定される情報がまだ利用できないときに、そのデータを使用しようとする可能性があります。

async/await の使用
promise を使用するのではなく、async/await の使用を検討する必要があります。async 関数は、promise
を使用するよりもシンプルで、使用する定型コードが少なくなります。await は、async 関数内でのみ使用
して、値を非同期的に待機することができます。
次の例では、async/await を使用して、すべての Amazon DynamoDB テーブルを us-west-2 で一覧表示
します。

Note
この例を実行するには、以下を実行します。
• のインストールAWS SDK for JavaScript次を入力して DynamoDB クライアントnpm install
@aws-sdk/client-dynamodbプロジェクトのコマンドラインで操作します。
• の設定が完了したことを確認しますAWS認証情報は正しく行われます。詳細については、「共
有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してください。

import { DynamoDBClient,
ListTablesCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
(async function () {
const dbClient = new DynamoDBClient({ region: "us-west-2" });
const command = new ListTablesCommand({});
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try {
const results = await dbClient.send(command);
console.log(results.TableNames.join('\n'));
} catch (err) {
console.error(err)
}
})();

Note
すべてのブラウザが async/await をサポートしているわけではありません。非同期/待機をサポー
トするブラウザのリストについては、非同期関数を参照してください。

を使用するJavaScript約束
サービスクライアントを使用するAWS SDK for JavaScriptv3 メソッド (ListTablesCommand) を使用し
て、コールバックを使用する代わりに、サービス呼び出しを行い、非同期フローを管理します。次の例で
は、で Amazon DynamoDB テーブルの名前を取得する方法を示しています。us-west-2。
import { DynamoDBClient,
ListTablesCommand
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
const dbClient = new DynamoDBClient({ region: 'us-west-2' });
dbClient
.listtables(new ListTablesCommand({}))
.then(response => {
console.log(response.TableNames.join('\n'));
})
.catch((error) => {
console.error(error);
});

複数のプロミスの調整
状況によって、コードは複数の非同期呼び出しを行う必要があります。すべてが正常に返されたときの
み、これらの呼び出しに対する操作が必要です。これらの個々の非同期メソッド呼び出しを promises で
管理する場合、all メソッドを使用する追加の promise を作成することができます。
このメソッドは、ユーザーがメソッドに渡す promise の配列が満たされた場合に、この包括的な promise
を満たします。コールバック関数には、all メソッドに渡された promises の値の配列が渡されます。
次の例で、AWS Lambda 関数は Amazon DynamoDB に対して 3 回の非同期呼び出しを行う必要がありま
す。ただし、各呼び出しの promise が満たされた後にのみ完了することができます。
const values = await Promise.all([firstPromise, secondPromise, thirdPromise]);
console.log("Value 0 is " + values[0].toString);
console.log("Value 1 is " + values[1].toString);
console.log("Value 2 is " + values[2].toString);
return values;

Promise に対するブラウザおよび Node.js のサポート
ネイティブのSupportJavaScript約束 (ECMAScript 2015) はJavaScriptコードが実行されるエンジンとバー
ジョン。のサポートを判断するのに役立つJavaScriptコードを実行する必要がある各環境における promise
については、次を参照してください。ECMAScript 互換性表オンGitHub。
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匿名コールバック関数の使用
各サービスオブジェクトメソッドは、最後のパラメータとして無名コールバック関数を使用できます。こ
のコールバック関数のシグネチャは次のようになります。
function(error, data) {
// callback handling code
};

このコールバック関数が実行されるのは、成功したレスポンスまたはエラーデータが返されたときです。
メソッドの呼び出しに成功すると、レスポンスの内容は data パラメータでコールバック関数に利用可能
になります。呼び出しが成功しない場合、エラーの詳細は error パラメータに記載されます。
通常、コールバック関数内のコードはエラーをテストし、エラーが返された場合はそれを処理します。エ
ラーが返されない場合、コードは data パラメータからレスポンス内のデータを取得します。コールバッ
ク関数の基本的な形式は次の例のようになります。
function(error, data) {
if (error) {
// error handling code
console.log(error);
} else {
// data handling code
console.log(data);
}
};

前の例では、エラーまたは返されたデータの詳細がコンソールのログに記録されます。サービスオブジェ
クトのメソッド呼び出しの一部として渡されるコールバック関数の例を、次に示します。
ec2.describeInstances(function(error, data) {
if (error) {
console.log(error); // an error occurred
} else {
console.log(data); // request succeeded
}
});

サービスクライアントリクエストの作成
へのリクエストの実行AWSサービスクライアントは簡単です。の SDK のバージョン 3 (V3)JavaScriptで
は、リクエストを送信できます。

Note
SDK の V3 を使用する場合に、バージョン 2 (V2) コマンドを使用して操作を実行することもでき
ます。JavaScript。詳細については、「V2 コマンドの使用 (p. 4)」を参照してください。

リクエストを送信するには、次の手順を実行します。
1.

特定のなど、必要な構成でクライアントオブジェクトを初期化します。AWSリージョン。

2.

(オプション) 特定の Amazon S3 バケットの名前など、リクエストの値を使用してリクエスト JSON
オブジェクトを作成します。リクエストのパラメータを調べるには、クライアントメソッドに関連付
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けられた名前を持つインターフェイスの API リファレンスのトピックを参照してください。たとえ
ば、AbcCommandクライアントメソッドの場合、リクエストインターフェイスはAbcInput。
3.

必要に応じて、リクエストオブジェクトを入力として使用して、サービスコマンドを初期化します。

4.

電話sendコマンドオブジェクトを入力としてクライアント上で実行します。

たとえば、Amazon DynamoDB テーブルを一覧表示するにはus-west-2、async/awaitでやれよ
import {
DynamoDBClient,
ListTablesCommand
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
(async function() {
const dbClient = new DynamoDBClient({ region: 'us-west-2' });
const command = new ListTablesCommand({});
try {
const results = await dbClient.send(command);
console.log(results.TableNames.join('\n'));
} catch (err) {
console.error(err);
}
})();

サービスクライアントレスポンスの処理
サービスクライアントメソッドが呼び出されると、クライアントメソッドに関連付けられた名前を持つイ
ンタフェースのレスポンスオブジェクトインスタンスを返します。たとえば、AbcCommandクライアント
メソッドの場合、レスポンスオブジェクトはAbcResponse(インタフェース) タイプ。

レスポンスでの返されたデータへのアクセス
レスポンスオブジェクトには、サービスリクエストによって戻された、プロパティとしてデータが含まれ
ます。
Eclipseサービスクライアントリクエストの作成 (p. 50)とすると、ListTablesCommandコマンドは
テーブル名をTableNamesレスポンスのプロパティ。

エラー情報へのアクセス
コマンドが失敗すると、例外がスローされます。例外は必要に応じて処理できます。

JSON の使用
JSON は、人間が読み取り可能な、機械による読み取りが可能なデータ交換のための形式です。JSONとい
う名前は、の頭文字ですがJavaScriptオブジェクト表記の場合、JSONの形式はどのプログラミング言語に
も依存しません。
AWS SDK for JavaScript は、リクエストを行うときに JSON を使用してサービスオブジェクトにデー
タを送信し、サービスオブジェクトからデータを JSON として受信します。JSON の詳細について
は、json.org を参照してください。
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JSON は 2 つの方法でデータを表します。
• として対象は、順序が設定されていない一連の名前と値のペアです。オブジェクトは左中括弧 ({) と右
中括弧 (}) で囲んで定義します。それぞれの名前と値のペアは名前で始まり、続けてコロン、その後に
値が続きます。名前と値のペアはカンマで区切ります。
• としてアレイは、順序が設定された一連の値です。配列は左角括弧 ([) と右角括弧 (]) で囲んで定義し
ます。配列の項目はカンマで区切ります。
これは、オブジェクトの配列を含む JSON オブジェクトの例です。オブジェクトは、カードゲームのカー
ドを表しています。各カードは 2 つの名前と値のペアで定義されます。1 つはそのカードを識別するため
の一意の値を指定し、もう 1 つは対応するカードイメージを指す URL を指定します。
var cards = [
{"CardID":"defaultname",
{"CardID":"defaultname",
{"CardID":"defaultname",
{"CardID":"defaultname",
{"CardID":"defaultname",
];

"Image":"defaulturl"},
"Image":"defaulturl"},
"Image":"defaulturl"},
"Image":"defaulturl"},
"Image":"defaulturl"}

サービスオブジェクトパラメータとしての JSON
次の例では、シンプルな JSON を使用して、呼び出しのパラメータを定義します。AWS Lambdaサービス
オブジェクト。
const params = {
FunctionName : "slotPull",
InvocationType : "RequestResponse",
LogType : "None"
};

params オブジェクトは、左右の中括弧内にコンマで区切られた、3 つの名前と値のペアによって定義
されています。サービスオブジェクトメソッドの呼び出しにパラメータを指定する場合、呼び出す予定
のサービスオブジェクトメソッドのパラメータ名によって名前が決まります。Lambda 関数を呼び出す
とき、FunctionName、InvocationType、および LogType は、Lambda サービスオブジェクトの
invoke メソッドの呼び出しに使用されるパラメータです。
サービスオブジェクトのメソッド呼び出しにパラメータを渡すとき、次の Lambda 関数の呼び出しの例に
示されているように、メソッド呼び出しに JSON オブジェクトを渡します。
import { LambdaClient,
InvokeCommand } from "@aws-sdk/client-lambda";
(async function() {
const lambdaClient = new LambdaClient({ region: "us-west-2" });
// create JSON object for service call parameters
const params = {
FunctionName : "slotPull",
InvocationType : "RequestResponse",
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LogType : "None"

};

// create InvokeCommand command
const command = new InvokeCommand(params);
// invoke Lambda function
try {
const response = await lambdaClient.send(command);
console.log(response);
} catch (err) {
console.err(err);
}
})();
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AWS Cloud9 を AWS SDK for
JavaScript に使用する
AWS SDK for JavaScript とともに AWS Cloud9 を使用して、ブラウザコードで JavaScript を記述および
実行するだけでなく、ブラウザのみを使用して Node.js コードを記述、実行、デバッグすることもできま
す。AWS Cloud9 には、コードエディタ、ターミナル、Node.js コード用のデバッガーなどのツールが含
まれています。
AWS Cloud9 IDE はクラウドベースであるため、インターネットに接続されたマシンを使用して、オフィ
ス、自宅、その他どこからでもプロジェクトに取り組むことができます。AWS Cloud9 に関する一般的な
情報については、AWS Cloud9ユーザーガイドを参照してください。
次のステップでは、セットアップ方法について説明します。AWS Cloud9SDK for JavaScript との接続
目次
• ステップ 1: のセットアップAWS使用するアカウントAWS Cloud9 (p. 54)
• ステップ 2: のセットアップAWS Cloud9開発環境 (p. 54)
• ステップ 3: SDK for JavaScript をセットアップする (p. 55)
• Node.js 用の SDK for JavaScript をセットアップするには (p. 55)
• ブラウザで SDK for JavaScript をセットアップするには (p. 55)
• ステップ 4: サンプルコードのダウンロード (p. 55)
• ステップ 5: サンプルコード例の実行およびデバッグ (p. 56)

ステップ 1: のセットアップAWS使用するアカウン
トAWS Cloud9
AWS Cloud9 の使用を開始するには、AWS Cloud9 のアクセス権限を持つ AWS アカウントの AWS
Identity and Access Management (IAM) エンティティ (例: IAM ユーザー) として AWS Cloud9 コンソール
にサインインします。
の IAM エンティティを設定するにはAWSアクセスするアカウントAWS Cloud9となり、にサインインす
るにはAWS Cloud9コンソール、「」を参照してください。のチーム設定AWS Cloud9のAWS Cloud9ユー
ザーガイド。

ステップ 2: のセットアップAWS Cloud9開発環境
AWS Cloud9 コンソールにサインインしたら、コンソールを使用して AWS Cloud9 開発環境を作成しま
す。環境を作成すると、その環境の AWS Cloud9 IDE が表示されます。
「」を参照してください。での環境の作成AWS Cloud9のAWS Cloud9ユーザーガイド詳細については、
「」を参照してください。

Note
コンソールで始めて環境を作成する際に、[Create a new instance for environment (EC2)] (環境の
新しいインスタンスを作成する) (EC2) オプションを選択することをお勧めします。このオプショ
ンは、環境を作成し、Amazon EC2 インスタンスを起動した後、新しいインスタンスを新しい環
境に接続するように AWS Cloud9 に指示します。これは、AWS Cloud9 を使用するための最も手
軽な方法です。
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ステップ 3: SDK for JavaScript をセットアップする
AWS Cloud9 で開発環境用の IDE を開いた後、次のいずれかまたは両方の手順に従って、IDE を使用して
環境で SDK for JavaScript を設定します。

Node.js 用の SDK for JavaScript をセットアップする
には
1.

IDE でターミナルが開いていない場合は開きます。これを行うには、IDE のメニューバーで、
[Window] (ウィンドウ)、[New Terminal] (新しいターミナル) の順に選択します。

2.

以下のコマンドを実行して、npmをインストールするにはCloud9SDK for JavaScript のクライアント
npm install @aws-sdk/client-cloud9

IDE が見つからない場合npmの場合は、次のコマンドを一度に 1 つずつ次の順序で実行し、インス
トールします。npm。(これらのコマンドでは、このトピックで前述した [Create a new instance for
environment (環境の新しいインスタンスを作成する) (EC2)] オプションを選択していることを前提と
しています)。

Warning
AWS は、次のコードを制御しません。実行する前に、その信頼性と整合性を検証する必要が
あります。このコードの詳細については、「」を参照してください。nvm(ノードバージョン
マネージャ) GitHub リポジトリ。
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.34.0/install.sh | bash #
Download and install Node Version Manager (nvm).
. ~/.bashrc
#
Activate nvm.
nvm install node
# Use
nvm to install npm (and Node.js at the same time).

ブラウザで SDK for JavaScript をセットアップするに
は
HTML ページで JavaScript 用 SDK を使用するには、WebPack を使用して、必要なクライアントモジュー
ルと必要なすべてのJavaScript関数を単一の JavaScript ファイルにバンドルし、スクリプトタグに追加し
ます。<head>HTML ページのうち。以下はその例です。
<script src=./main.js></script>

Note
Webpack の詳細については、「」を参照してください。Webpack によるアプリケーションのバ
ンドル (p. 42)

ステップ 4: サンプルコードのダウンロード
前のステップで開いたターミナルを使用して、SDK for JavaScript のサンプルコードを AWS Cloud9
開発環境にダウンロードします。(IDE でターミナルが開いていない場合は、IDE のメニューバーで
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[WindowWindow] (ウィンドウ)、[New Terminal] (新しいターミナル) の順に選択してターミナルを開きま
す。)
コード例のダウンロードには、次のコマンドを実行します。このコマンドで、AWS SDK の公式ドキュメ
ントで使用されているすべてのサンプルコードのコピーが、環境のルートディレクトリにダウンロードさ
れます。
git clone https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples.git

SDK for JavaScript のサンプルコードを検索するには、[環境] ウィンドウを使用して
ENVIRONMENT_NAME\aws-doc-sdk-examples\javascriptv3\example_code/src
(ENVIRONMENT_NAME は AWS Cloud9 開発環境の名前) を開きます。
これらのコード例や他のコード例の使用方法については、「」を参照してください。SDK for JavaScript
のコード例。

ステップ 5: サンプルコード例の実行およびデバッ
グ
でコードを実行するにはAWS Cloud9開発環境、「」を参照してください。コードを実行するのAWS
Cloud9ユーザーガイド。
Node.js コードをデバッグするには、を参照してください。コードをデバッグするのAWS Cloud9ユーザー
ガイド。
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向け SDK JavaScript コードの例
このセクションのトピックには、AWS SDK for JavaScript をさまざまなサービスの API で使用して一般的
なタスクを実行する方法の例が含まれています。
これらの例などのソースコードについては、以下を参照してください。AWS上のコード例リポジトリ
GitHub。AWSのドキュメントチームが作成を検討するための新しいコード例を提案するには、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、
「」」」」新しいコード例の提案」」」」」Readme on GitHub。

Important
これらの例では、ECMAScript6 のimport/export 構文を使用します。
• これには Node.js バージョン 14.17 以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロード
してインストールするには、Node.js ダウンロードを参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合はJavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58) for conversion
guidelinesを参照してください。
トピック
• JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)
• CloudWatch アマゾンの例 (p. 60)
• Amazon DynamoDB の例 (p. 80)
• Amazon EC2 の例 (p. 107)
• AWS Elemental E MediaConvert 例 (p. 126)
• Amazon S3 Glacier の例 (p. 142)
• AWS Identity and Access Management の例 (p. 145)
• Amazon Kinesis の例 (p. 169)
• AWS Lambda の例 (p. 176)
• Amazon Lex での例 (p. 177)
• Amazon Pollyの例 (p. 177)
• Amazon S3の例 (p. 180)
• Amazon Simple Email Servicesの例 (p. 232)
• Amazon Simple Notification Service の例 (p. 259)
• Amazon SQS 例 (p. 280)
• Amazon Transcribeの例 (p. 297)
• Amazon Redshift の例 (p. 305)
• Amazon EC2 インスタンスでの Node.js を設定する (p. 310)
• DynamoDB にデータを送信するアプリケーションを構築します (p. 311)
• 認証されたユーザーで文字の書き換えをしアプリケーションを構築します (p. 317)
• API Gateway で Lambda を呼び出します (p. 325)
• AWS SDK for JavaScriptを使用して、AWSサーバーレスワークフローを作成します (p. 335)
• 実行するスケジュールされたイベントを作成するAWS Lambda機能 (p. 347)
• Amazon Lex chatbotを構築する (p. 355)
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• メッセージングアプリケーションの例を作成する (p. 364)

JavaScript ES6/CommonJS 構文
AWS SDK for JavaScriptコード例は ECMAScript 6 (ES6)で記述されています。ES6 は、コードをよりモダ
ンで読みやすくし、より多くのことをおこなうための新しい構文と新機能を提供します。
ES6 では Node.js バージョン13.x以降を使用する必要があります。Node.js の最新バージョンをダウン
ロードしてインストールするには、Node.js downloads.を参照してください。ただし、必要に応じて、次
のガイドラインを使用して CommonJS 構文 に例を変換することができます。
• プロジェクト環境のpackage.jsonから"type" : "module"を削除します。
• すべてのES6importステートメントをCommonJSrequireステートメントに変換してください。例え
ば、変換します、
import { CreateBucketCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3 } from "./libs/s3Client.js";

commonJSに相当する：
const { CreateBucketCommand } = require("@aws-sdk/client-s3");
const { s3 } = require("./libs/s3Client.js");

• すべてのES6exportステートメントをCommonJSmodule.exportsステートメントに変換してくださ
い。例えば、変換します、
export {s3}

commonJSに相当する：
module.exports = {s3}

次の例は、ES6 と CommonJS の両方で Amazon S3 バケットを作成するためのコード例を示していま
す。
ES6
libs/s3Client.js

// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS region
const REGION = "eu-west-1"; //e.g. "us-east-1"
// Create Amazon S3 service object.
const s3 = new S3Client({ region: REGION });
// Export 's3' constant.
export {s3};

s3_createbucket.js
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// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateBucketCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3 } from "./libs/s3Client.js";
// Get service clients module and commands using CommonJS syntax.
// const { CreateBucketCommand } = require("@aws-sdk/client-s3");
// const { s3 } = require("./libs/s3Client.js");
// Set the bucket parameters
const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
// Create the Amazon S3 bucket.
const run = async () => {
try {
const data = await s3.send(new CreateBucketCommand(bucketParams));
console.log("Success", data.Location);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

CommonJS
libs/s3Client.js
// Create service client module using CommonJS syntax.
const { S3Client } = require("@aws-sdk/client-s3");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create Amazon S3 service object.
const s3 = new S3Client({ region: REGION });
// Export 's3' constant.
module.exports ={s3};

s3_createbucket.js

// Get service clients module and commands using CommonJS syntax.
const { CreateBucketCommand } = require("@aws-sdk/client-s3");
const { s3 } = require("./libs/s3Client.js");
// Set the bucket parameters
const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
// Create the Amazon S3 bucket.
const run = async () => {
try {
const data = await s3.send(new CreateBucketCommand(bucketParams));
console.log("Success", data.Location);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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CloudWatch アマゾンの例
Amazon CloudWatch (CloudWatch) は、で実行されている Amazon Web ServicesAWS のリソースやアプ
リケーションをリアルタイムでモニタリングするウェブサービスです。 CloudWatch を使用してメトリク
スを収集し、追跡できます。メトリクスとは、リソースやアプリケーションに関して測定できる変数で
す。 CloudWatch アラームは、ユーザーが定義したルールに基づいて、通知を送信したり、モニタリング
しているリソースに自動的に変更を加えたりします。

の JavaScript API CloudWatch はCloudWatch、CloudWatchEvents、CloudWatchLogsおよびクラ
イアントクラスによって公開されます。 CloudWatch クライアントクラスの使用方法の詳細について
は、Amazon CloudWatch API リファレンスの「クラス: CloudWatch」 CloudWatchEvents、「クラス:
CloudWatchLogs」、「クラス:」を参照してください。
トピック
• Amazon のアラームを作成します CloudWatch (p. 60)
• Amazon のアラームアクションを使用します CloudWatch (p. 64)
• Amazon からメトリクスを取得 CloudWatch (p. 68)
• Amazon Events CloudWatch にイベントを送信する (p. 71)
• Amazon CloudWatch Logs でサブスクリプションフィルターを使用します (p. 75)

Amazon のアラームを作成します CloudWatch

この Node.js コード例は以下を示しています。
• CloudWatch アラームに関する基本情報を取得する方法。
• CloudWatch アラームを作成および削除する方法

シナリオ
アラームは、指定期間にわたって単一のメトリクスを監視し、指定したしきい値に対応したメトリクスの
値に基づいて、期間数にわたって 1 つ以上のアクションを実行します。
この例では、 CloudWatch でアラームを作成するために一連の Node.js モジュールが使用されていま
す。Node.js モジュールは、CloudWatchクライアントクラスの以下のメソッドを使用してアラームを作
成します。 JavaScript
• DescribeAlarmsCommand
• PutMetricAlarmCommand
• DeleteAlarmsCommand
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CloudWatch アラームの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch
アラームの作成」を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用します。これには Node.js バージョン13.x以降が必要
です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

アラームを記述します
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchClient.jsでNode.js モジュールを作成しま
す。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch ペーストしてクライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
describeAlarms.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に、CloudWatchクライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してください。アラームの記
述を取得するためのパラメータを保持する JSON オブジェクトを作成し、INSUFFICIENT_DATA 状態
のアラームのみが返されるように制限します。次に、CloudWatchクライアントサービスオブジェクト
のDescribeAlarmsCommandメソッドを呼び出します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeAlarmsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = { StateValue: "INSUFFICIENT_DATA" };
export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new DescribeAlarmsCommand(params));
console.log("Success", data);
data.MetricAlarms.forEach(function (item) {
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console.log(item.AlarmName);
});
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

例を実行するには、コマンドプロンプトで以下のように入力します。
node describeAlarms.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

CloudWatch メトリクスのアラームを作成します
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchClient.jsでNode.js モジュールを作成しま
す。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch ペーストしてクライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
putMetricAlarm.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、必要な
クライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。メトリク
ス (この場合は Amazon EC2 インスタンスの CPU 使用率) に基づくアラームを作成するために必要なパ
ラメータ用の JSON オブジェクトを作成します。残りのパラメータは、メトリクスがしきい値である 70
パーセントを超えたときにアラームをトリガーするように設定されています。次に、CloudWatchクライ
アントサービスオブジェクトのDescribeAlarmsCommandメソッドを呼び出します。

Note
INSTANCE_ID（インスタンスID)を「Amazon EC2インスタンス」のIDに置き換えます。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutMetricAlarmCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
AlarmName: "Web_Server_CPU_Utilization",
ComparisonOperator: "GreaterThanThreshold",
EvaluationPeriods: 1,
MetricName: "CPUUtilization",
Namespace: "AWS/EC2",
Period: 60,
Statistic: "Average",
Threshold: 70.0,
ActionsEnabled: false,
AlarmDescription: "Alarm when server CPU exceeds 70%",
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Dimensions: [
{
Name: "InstanceId",
Value: "INSTANCE_ID",
},
],
Unit: "Percent",

};

export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new PutMetricAlarmCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node putMetricAlarm.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

アラームの削除
libs ディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchClient.jsでNode.js モジュールを作成しま
す。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch ペーストしてクライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
deleteAlarms.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、
CloudWatch クライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してください。削除するアラームの名
前を保持する JSON オブジェクトを作成します。次に、CloudWatchクライアントサービスオブジェクト
のDeleteAlarmsCommandメソッドを呼び出します。

Note
ALARM_NAMES をアラーム名に置き換えます。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteAlarmsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = { AlarmNames: "ALARM_NAME" }; // e.g., "Web_Server_CPU_Utilization"
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export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new DeleteAlarmsCommand(params));
console.log("Success, alarm deleted; requestID:", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node deleteAlarms.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon のアラームアクションを使用します
CloudWatch

この Node.js コード例は以下を示しています。
• CloudWatch アラームに基づいて自動的に Amazon EC2 インスタンスの状態を変更する方法。

シナリオ
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
するアラームを作成できます。今後インスタンスを実行する必要がなくなったときに、停止または終了ア
クションを使用できます。再起動と復元アクションを使用して、自動的にそのインスタンスを再起動でき
ます。
この例では、Amazon EC2 CloudWatch インスタンスの再起動をトリガーするアラームアクションを定義
するために、一連の Node.js モジュールを使用します。Node.js モジュールは、CloudWatchクライアント
クラスの次のメソッドを使用して Amazon EC2 JavaScript インスタンスを管理するために SDK for.
• EnableAlarmActionsCommand
• DisableAlarmActionsCommand
CloudWatch アラームアクションの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの Create
alarms to stop, terminate, reboot, or recover an instance（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）を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
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• これらの Node TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• Amazon EC2 インスタンスを表示、再起動、停止、または終了する許可が付与されたポリシーを持つ
IAM ロールを作成します。IAM ロール作成の詳細については、IAM User Guide（IAM ユーザーガイ
ド）Creating a role to delegate permissions to an AWS service（サービスに許可を委任するロールの作
成）を参照してください。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用します。これには Node.js バージョン13.x以降が必要
です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。
IAM ロールを作成するときに、以下のロールポリシーを使用します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:Describe*",
"ec2:Describe*",
"ec2:RebootInstances",
"ec2:StopInstances*",
"ec2:TerminateInstances"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

アラームのアクションを作成し、有効にします
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchClient.jsでNode.js モジュールを作成しま
す。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch ペーストしてクライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
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import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
enableAlarmActions.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、
CloudWatchクライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してください。
アラームを作成するためのパラメータを保持する JSON オブジェクトを作成し、ActionsEnabled を
true に指定し、アラームがトリガーするアクションのAmazon Resource Names (ARNs)の配列を指定し
ます。CloudWatch クライアントサービスオブジェクトの PutMetricAlarmCommandメソッドを呼び
出します。これは、アラームが存在しない場合はアラームを作成し、アラームが存在する場合は更新しま
す。
のコールバック機能ではPutMetricAlarmCommand、正常に完了したら、 CloudWatch アラームの名前を
含む JSON オブジェクトを作成します。EnableAlarmActionsCommand メソッドを呼び出して、アラー
ムアクションを有効にします。

Note
ALARM_NAME をアラーム名に、INSTANCE_ID をAmazon EC2 インスタンスのID に置き換えま
す。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
PutMetricAlarmCommand,
EnableAlarmActionsCommand,
} from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
AlarmName: "ALARM_NAME", //ALARM_NAME
ComparisonOperator: "GreaterThanThreshold",
EvaluationPeriods: 1,
MetricName: "CPUUtilization",
Namespace: "AWS/EC2",
Period: 60,
Statistic: "Average",
Threshold: 70.0,
ActionsEnabled: true,
AlarmActions: ["ACTION_ARN"], //e.g., "arn:aws:automate:us-east-1:ec2:stop"
AlarmDescription: "Alarm when server CPU exceeds 70%",
Dimensions: [
{
Name: "InstanceId",
Value: "INSTANCE_ID",
},
],
Unit: "Percent",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new PutMetricAlarmCommand(params));
console.log("Alarm action added; RequestID:", data);
return data;
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const paramsEnableAlarmAction = {
AlarmNames: [params.AlarmName],
};
try {
const data = await cwClient.send(
new EnableAlarmActionsCommand(paramsEnableAlarmAction)
);
console.log("Alarm action enabled; RequestID:", data.$metadata.requestId);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
return data;
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node enableAlarmActions.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

アラームのアクションの無効化
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchClient.jsでNode.js モジュールを作成しま
す。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch ペーストしてクライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
disableAlarmActions.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、
CloudWatchクライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してください。 CloudWatch アラーム
の名前を含む JSON オブジェクトを作成します。DisableAlarmActionsCommand メソッドを呼び出し
て、このアラームのアクションを無効にします。

Note
ALARM_NAME をアラーム名に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DisableAlarmActionsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = { AlarmNames: "ALARM_NAME" }; // e.g., "Web_Server_CPU_Utilization"
export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new DisableAlarmActionsCommand(params));
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console.log("Success, alarm disabled:", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node disableAlarmActions.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon からメトリクスを取得 CloudWatch

この Node.js コード例は以下を示しています。
• CloudWatch 公開されたメトリクスのリストを取得する方法。
• CloudWatch データポイントをメトリクスに公開する方法。

シナリオ
メトリクスとは、システムのパフォーマンスに関するデータです。Amazon EC2 インスタンスや、独自の
アプリケーションメトリクスなどの一部のリソースの詳細モニタリングを有効にできます。
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して Amazon Events からメトリクスを取得したり
CloudWatch 、Amazon CloudWatch Events にイベントを送信したりします。Node.js モジュールは、
JavaScript CloudWatchCloudWatchクライアントクラスの以下のメソッドを使用してメトリクスを取得す
るために SDK for.
• ListMetricsCommand
• PutMetricDataCommand
CloudWatch メトリックスについて詳しくは、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon
CloudWatch メトリックスの使用」を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
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Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用します。これには Node.js バージョン13.x以降が必要
です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

メトリクスの一覧表示
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchClient.jsでNode.js モジュールを作成しま
す。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch ペーストしてクライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
listMetrics.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、
CloudWatch クライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してください。メトリクスを一覧表示
するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。ListMetricsCommand メソッド
を呼び出して、IncomingLogEvents メトリクスを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ListMetricsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
Dimensions: [
{
Name: "LogGroupName" /* required */,
},
],
MetricName: "IncomingLogEvents",
Namespace: "AWS/Logs",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new ListMetricsCommand(params));
console.log("Success. Metrics:", JSON.stringify(data.Metrics));
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node listMetrics.js
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このサンプルコードはここにあります GitHub。

カスタムメトリクスを送信します
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchClient.jsでNode.js モジュールを作成しま
す。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch ペーストしてクライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
putMetricData.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、
CloudWatch クライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してください。PAGES_VISITED カス
タムメトリクスのデータポイントを送信するのに必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成しま
す。PutMetricDataCommand メソッドを呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutMetricDataCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
MetricData: [
{
MetricName: "PAGES_VISITED",
Dimensions: [
{
Name: "UNIQUE_PAGES",
Value: "URLS",
},
],
Unit: "None",
Value: 1.0,
},
],
Namespace: "SITE/TRAFFIC",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new PutMetricDataCommand(params));
console.log("Success", data.$metadata.requestId);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node putMetricData.js
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このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon Events CloudWatch にイベントを送信する

この Node.js コード例は以下を示しています。
• イベントをトリガーするために使用するルールを作成および更新する方法。
• イベントに対応するための 1 つ以上のターゲットを定義する方法。
• 処理用ターゲットに一致するイベントを送信する方法。

シナリオ
CloudWatch Events では、Amazon Web Services リソースの変更を記述した、システムイベントのほぼリ
アルタイムのストリーミングをさまざまなターゲットに配信します。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。
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して Events CloudWatch にイベントを送信していま
す。Node.js モジュールは、 JavaScript CloudWatchEventsクライアントクラスの以下のメソッドを使用
してインスタンスを管理するために SDK for.
• PutRuleCommand
• PutTargetsCommand
• PutEventsCommand
CloudWatch イベントの詳細については、Amazon PutEvents Eventsユーザーガイドの「 CloudWatch によ
るイベントの追加」を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• イベントの対象となるhello-world（ハローワールド）ブループリントを使用してAWS Lambda関数を作
成します。方法については、Amazon CloudWatch イベントユーザーガイドの「ステップ 1: Lambda 関
数を作成する」を参照してください。
• CloudWatch Events に許可を付与し、信頼されたエンティティに含めて、許可が付与されたポリシーを
持つ IAM ロールを作成します。events.amazonaws.comIAM ロール作成の詳細については、IAM User
Guide（IAM ユーザーガイド）Creating a role to delegate permissions to an AWS service（サービスに許
可を委任するロールの作成）を参照してください。
IAM ロールを作成するときに、以下のロールポリシーを使用します。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CloudWatchEventsFullAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": "events:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "IAMPassRoleForCloudWatchEvents",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWS_Events_Invoke_Targets"
}
]

IAM ロールを作成するときに、以下の信頼関係を使用します。
{

}

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

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

スケジュールされたルールを作成します
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchEventsClient.jsでNode.js モジュールを作成し
ます。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch ペーストしてEvents クライアントオブジェクトを作
成します。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。

import { CloudWatchEventsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cweClient = new CloudWatchEventsClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
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putRule.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、 CloudWatch ク
ライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してください。 CloudWatch Events にアクセスする
には、CloudWatchEventsクライアントサービスオブジェクトを作成します。新しいスケジュールされた
ルールを指定するために必要な、次のようなパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。
• ルールの名前
• 以前に作成した IAM ロールの ARN
• 5 分ごとにルールのトリガーをスケジュールする式
PutRuleCommand メソッドを呼び出してルールを作成します。コールバックは、新しいルールまたは更
新されたルールの ARN を返します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutRuleCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { cweClient } from "./libs/cloudWatchEventsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
Name: "DEMO_EVENT",
RoleArn: "IAM_ROLE_ARN", //IAM_ROLE_ARN
ScheduleExpression: "rate(5 minutes)",
State: "ENABLED",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cweClient.send(new PutRuleCommand(params));
console.log("Success, scheduled rule created; Rule ARN:", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node putRule.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Lambda 関数のターゲットを追加します
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchEventsClient.jsでNode.js モジュールを作成し
ます。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch ペーストしてEvents クライアントオブジェクトを作
成します。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。

import { CloudWatchEventsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cweClient = new CloudWatchEventsClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
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putTargets.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、 CloudWatch
クライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してください。 CloudWatch イベントにアクセスす
るには、CloudWatchEventsサービスオブジェクトを作成します。作成した Lambda 関数の ARN を含め
て、ターゲットをアタッチするルールを指定するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作
成します。CloudWatchEvents サービスオブジェクトの PutTargetsCommand メソッドを呼び出しま
す。

Note
LAMBDA_FUNCTION-ARNをLambda 関数のARNに置き換えてください。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutTargetsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { cweClient } from "./libs/cloudWatchEventsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
Rule: "DEMO_EVENT",
Targets: [
{
Arn: "LAMBDA_FUNCTION_ARN", //LAMBDA_FUNCTION_ARN
Id: "myCloudWatchEventsTarget",
},
],
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cweClient.send(new PutTargetsCommand(params));
console.log("Success, target added; requestID: ", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node putTargets.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

イベントを送信します
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchEventsClient.jsでNode.js モジュールを作成し
ます。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch ペーストしてEvents クライアントオブジェクトを作
成します。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。

import { CloudWatchEventsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cweClient = new CloudWatchEventsClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
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putEvents.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、 CloudWatch
クライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してください。 CloudWatch Events にアクセスす
るには、CloudWatchEventsクライアントサービスオブジェクトを作成します。イベントを送信するのに
必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。イベントごとに、イベントのソース、イベン
トの影響を受けるリソースの ARN、およびイベントの詳細を含めます。次に、CloudWatchEventsクラ
イアントサービスオブジェクトのPutEventsCommandsメソッドを呼び出します。

Note
RESOURCE_ARN（リソース_ARN）イベントの影響を受けるリソースに置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutEventsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { cweClient } from "./libs/cloudWatchEventsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
Entries: [
{
Detail: '{ "key1": "value1", "key2": "value2" }',
DetailType: "appRequestSubmitted",
Resources: [
"RESOURCE_ARN", //RESOURCE_ARN
],
Source: "com.company.app",
},
],
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cweClient.send(new PutEventsCommand(params));
console.log("Success, event sent; requestID:", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node putEvents.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon CloudWatch Logs でサブスクリプションフィ
ルターを使用します

この Node.js コード例は以下を示しています。
• CloudWatch Logs でログイベントのフィルターを作成および削除する方法
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サブスクリプションにより、 CloudWatch Logs からのログイベントのリアルタイムフィードにアクセス
し、カスタム処理、他のシステムへのロードを行うために、Amazon Kinesis stream やAWS Lambdaなど
の他のサービスにそのフィードを配信することができます。サブスクリプションフィルターにより、AWS
リソースに配信されるログイベントをフィルタリングするために使用するパターンを定義できます。
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して CloudWatch Logs でサブスクリプションフィルターを
一覧表示、作成、削除するために、一連のモジュールを使用します。ログイベントの送信先は Lambda 関
数です。Node.js モジュールは、 JavaScript CloudWatchLogsクライアントクラスの以下のメソッドを使
用してサブスクリプションフィルターを管理するために SDK for.
• PutSubscriptionFilterCommand
• DescribeSubscriptionFilterCommand
• DeleteSubscriptionFilterCommand
CloudWatch Logs サブスクリプションの詳細については、Amazon Logs ユーザーガイドの CloudWatch に
よるログデータのリアルタイム処理を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• ログイベント用の送信先として AWS Lambda 関数を作成します この関数のAmazonリソースネーム
(ARN)を使用する必要があります。Lambda 関数の設定の詳細については、Amazon CloudWatch Logs
ユーザーガイドの Lambda によるサブスクリプションフィルターを参照してください。
• 作成した Lambda 関数を呼び出す許可を付与したり、 CloudWatch Logs へのフルアクセス権限を付
与したりするポリシーを持つ IAM ロールを作成するか、Lambda 関数用に作成する実行ロールに次
のポリシーを適用します。IAM ロール作成の詳細については、IAM User Guide（IAM ユーザーガイ
ド）Creating a role to delegate permissions to an AWS service（サービスに許可を委任するロールの作
成）を参照してください。
IAM ロールを作成するときに、以下のロールポリシーを使用します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CrateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
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Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

既存サブスクリプションのフィルターを記述します
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchLogsClient.jsでNode.js モジュールを作成し
ます。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch Cloudgs クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
import { CloudWatchLogsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch Logs service client object.
export const cwlClient = new CloudWatchLogsClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
describeSubscriptionFilters.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示し
たように、 CloudWatch クライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してください。ロググルー
プの名前や記述するフィルターの最大数など、既存フィルターの記述に必要なパラメータを含む JSON オ
ブジェクトを作成します。DescribeSubscriptionFiltersCommand メソッドを呼び出します。

Note
GROUP_NAMEをグループ名に置き換えます。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeSubscriptionFiltersCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { cwlClient } from "./libs/cloudWatchLogsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
logGroupName: "GROUP_NAME", //GROUP_NAME
limit: 5
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwlClient.send(
new DescribeSubscriptionFiltersCommand(params)
);
console.log("Success", data.subscriptionFilters);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
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}

console.log("Error", err);

};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node describeSubscriptionFilters.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

サブスクリプションフィルターを作成します
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchLogsClient.jsでNode.js モジュールを作成し
ます。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch Cloudgs クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
import { CloudWatchLogsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch Logs service client object.
export const cwlClient = new CloudWatchLogsClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
describeSubscriptionFilters.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前
に示したように、 CloudWatchクライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してくださ
い。送信先の Lambda 関数の ARN、フィルターの名前、フィルタリング用の文字列パターン、ログ
グループの名前など、フィルターの作成に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成しま
す。PutSubscriptionFiltersCommand メソッドを呼び出します。

Note
LAMBDA_FUNCTION-ARNをLambda 関数のARN に、FILTER_NAMEをフィルター名
に、LOG_GROUP をロググループに置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
PutSubscriptionFilterCommand,
} from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { cwlClient } from "./libs/cloudWatchLogsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
destinationArn: "LAMBDA_FUNCTION_ARN", //LAMBDA_FUNCTION_ARN
filterName: "FILTER_NAME", //FILTER_NAME
filterPattern: "ERROR",
logGroupName: "LOG_GROUP", //LOG_GROUP
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwlClient.send(new PutSubscriptionFilterCommand(params));
console.log("Success", data.subscriptionFilters);
return data; //For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
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};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node describeSubscriptionFilters.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

サブスクリプションフィルターを削除します
libsディレクトリを作成し、ファイル名cloudWatchLogsClient.jsでNode.js モジュールを作成し
ます。それに以下のコードをコピーし、 CloudWatch Cloudgs クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
import { CloudWatchLogsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch Logs service client object.
export const cwlClient = new CloudWatchLogsClient({ region: REGION });

このコードはこちらから入手できます GitHub。
deletesubScriptionFilters.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示した
ように、 CloudWatch クライアントのダウンロードを含み、SDK を必ず設定してください。フィルターの
名前やロググループの名前など、フィルターの削除に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成
します。DeleteSubscriptionFiltersCommand メソッドを呼び出します。

Note
FILTER_NAME をフィルター名に、GROUP をロググループに置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
DeleteSubscriptionFilterCommand
} from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { cwlClient } from "./libs/cloudWatchLogsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
filterName: "FILTER", //FILTER
logGroupName: "LOG_GROUP", //LOG_GROUP
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwlClient.send(
new DeleteSubscriptionFilterCommand(params)
);
console.log(
"Success, subscription filter deleted",
data
);
return data; //For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
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// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node deletesubScriptionFilters.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon DynamoDB の例
Amazon DynamoDB は完全マネージド型の NoSQL クラウドデータベースで、ドキュメントストアおよび
キーと値のストアの両モデルをサポートします。専用データベースサーバーをプロビジョニングまたは保
守する必要はなく、データ用のスキーマレステーブルを作成できます。

DynamoDB の JavaScript API はDynamoDB、DynamoDBStreams、DynamoDB.DocumentClientおよ
びクライアントクラスによって公開されます。dynamoDBのクライアントクラスの使用の詳細について
は、API リファレンスの「Class: DynamoDB(クラス： DynamoDB）、 Class: DynamoDBStreams（クラ
ス：DynamoDB ストリーム)、 および Class: DynamoDB utility (クラス：DynamoDB ユーティリティ）を
参照してください。
トピック
• DynamoDB の表の作成と使用 (p. 80)
• DynamoDB での単一項目の読み取りと書き込み (p. 85)
• DynamoDB のバッチの項目の読み取りと書き込み (p. 91)
• DynamoDB 表のクエリおよびスキャニング (p. 94)
• DynamoDB ドキュメントクライアントの使用 (p. 97)

DynamoDB の表の作成と使用

この Node.js コード例は以下を示しています。
• DynamoDB からデータを保存および取得するために使用されるテーブルを作成および管理する方法。

シナリオ
他のデータベース管理システムと同様、DynamoDB はデータをテーブルに保存します。DynamoDB テー
ブルは、行に相当する項目に整理されたデータの集まりです。DynamoDB, にデータを保存またはアクセ
スするには、テーブルを作成して使用します。
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この例では、一連の Node.js モジュールを使用して DynamoDB テーブルで基本的な操作を実行します。こ
のコードは SDK for JavaScript DynamoDB クライアントクラスのこれらのメソッドでテーブルを作成およ
び使用します。
• CreateTableCommand
• ListTablesCommand
• DescribeTableCommand
• DeleteTableCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• これらの Node.js の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for JavaScriptお
よびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください GitHub。
• SDK for JavaScript DynamoDB クライアントをインストールする 詳細については、「バージョン 3 の新
機能とは (p. 1)」を参照してください。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用します。これには Node.js バージョン13.x以降が必要
です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

Note
これらの例で使用されているデータ型については、「Amazon DynamoDB でサポートされている
データ型と命名規則」を参照してください。

テーブルの作成
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddb_createtable.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なク
ライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。DynamoDB
にアクセスするには、DynamoDBクライアントサービスオブジェクトを作成します。テーブルの作成に必
要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例では、各属性の名前とデータ型、キース
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キーマ、テーブル名、およびプロビジョニングのスループットの単位が含まれています。DynamoDB サー
ビスオブジェクトの CreateTableCommand メソッドを呼び出します。

Note
TABLE_NAME (テーブル名）を表の名前に、 ATTRIBUTE_NAME_1 をパーティションキーの名前
に、ATTRIBUTE_NAME_2をソートキーの名前 (オプション) に、ATTRIBUTE_TYPEを属性のタイ
プ (たとえば、N [数値]、S [文字列] など)に置き換えます。

Note
テーブルのプライマリキーは、以下の属性で構成されます。
• Season
• Episode

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: "Season", //ATTRIBUTE_NAME_1
AttributeType: "N", //ATTRIBUTE_TYPE
},
{
AttributeName: "Episode", //ATTRIBUTE_NAME_2
AttributeType: "N", //ATTRIBUTE_TYPE
},
],
KeySchema: [
{
AttributeName: "Season", //ATTRIBUTE_NAME_1
KeyType: "HASH",
},
{
AttributeName: "Episode", //ATTRIBUTE_NAME_2
KeyType: "RANGE",
},
],
ProvisionedThroughput: {
ReadCapacityUnits: 1,
WriteCapacityUnits: 1,
},
TableName: "TEST_TABLE", //TABLE_NAME
StreamSpecification: {
StreamEnabled: false,
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new CreateTableCommand(params));
console.log("Table Created", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddb_createtable.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

表の一覧を表示します
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddb_listtables.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクラ
イアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。DynamoDB
にアクセスするには、DynamoDBクライアントサービスオブジェクトを作成します。テーブルをリストす
るために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例では、リストされるテーブル
の数を 10 に制限します。DynamoDB サービスオブジェクトの ListTablesCommand メソッドを呼び出
します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ListTablesCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new ListTablesCommand({}));
console.log(data);
// console.log(data.TableNames.join("\n"));
return data;
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddb_listtables.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

表の説明
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
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// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddb_describetable.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、
必要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認し
ます。DynamoDB にアクセスするには、DynamoDBクライアントサービスオブジェクトを作成しま
す。DescribeTableCommandDynamoDB クライアントサービスオブジェクトのメソッドを記述するため
に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。

Note
TABLE_NAME(テーブル名）をテーブルの名前に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = { TableName: "TABLE_NAME" }; //TABLE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new DescribeTableCommand(params));
console.log("Success", data);
// console.log("Success", data.Table.KeySchema);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddb_describetable.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

表の削除
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
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ddb_deletetable.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なク
ライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。DynamoDB
にアクセスするには、DynamoDBクライアントサービスオブジェクトを作成します。テーブルを削除
するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例では、コマンドライン
パラメータとして提供されたテーブルの名前が含まれています。DynamoDB サービスオブジェクトの
DeleteTableCommand メソッドを呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
TableName: "CUSTOMER_LIST_NEW",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new DeleteTableCommand(params));
console.log("Success, table deleted", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddb_deletetable.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

DynamoDB での単一項目の読み取りと書き込み

この Node.js コード例は以下を示しています。
• DynamoDB テーブルに項目を追加する方法。
• DynamoDB テーブルで項目を取得する方法。
• DynamoDB テーブルで項目を削除する方法。

シナリオ
この例では、DynamoDB クライアントクラスのこれらのメソッドを使用して、一連の Node.js モジュール
で、DynamoDB テーブル内の 1 つの項目を読み書きします。
• PutItemCommand
• UpdateItemCommand
• GetItemCommand
• DeleteItemCommand
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前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• これらの Node.js の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for JavaScriptお
よびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• 項目にアクセスできる DynamoDB テーブルを作成します。DynamoDB テーブルを作成する方法の詳細
については、DynamoDB の表の作成と使用 (p. 80) を参照してください。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用しています。これには Node.js バージョン13.x以降が
必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウ
ンロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

Note
これらの例で使用されているデータ型については、「Amazon DynamoDB でサポートされている
データ型と命名規則」を参照してください。

項目を書き込みます
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddb_putitem.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクライ
アントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。DynamoDB に
アクセスするには、DynamoDBクライアントサービスオブジェクトを作成します。項目の追加に必要な
パラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例では、テーブルの名前と、設定する属性お
よび各属性の値を定義するマップが含まれています。DynamoDB クライアントサービスオブジェクトの
PutItemCommandメソッドを呼び出します。

Note
TABLE_NAME(テーブル名）をテーブルの名前に置き換えます。

Note
次のコード例では、パーティションキーのみで構成されるプライマリキーを持つテーブル
を-CUSTOMER_ID-ソートキー-CUSTOMER_NAMEに書き込みます。テーブルのプライマリキーが
パーティションキーだけで構成されている場合は、パーティションキーだけを指定します。
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// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Item: {
CUSTOMER_ID: { N: "001" },
CUSTOMER_NAME: { S: "Richard Roe" },
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new PutItemCommand(params));
console.log(data);
return data;
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddb_putitem.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

項目を更新する
表の既存の項目を更新できます。libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モ
ジュールを作成します。それに以下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェ
クトを作成します。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddb_updateitem.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクラ
イアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。DynamoDB
にアクセスするには、DynamoDBクライアントサービスオブジェクトを作成します。項目の追加するの
に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例では、テーブルの名前、更新す
るキー、および新しい属性の値が含まれています。DynamoDB クライアントサービスオブジェクトの
UpdateItemCommandメソッドを呼び出します。

Note
TABLE_NAME(テーブル名）をテーブルの名前に置き換えます。

Note
次のコード例では、パーティションキーのみで構成されるプライマリキーを持つテーブルに書き
込みます。テーブルのプライマリキーがパーティションキーだけで構成されている場合は、パー
ティションキーだけを指定します。
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// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { UpdateItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
/*
Convert the attribute JavaScript object you are updating to the required
Amazon DynamoDB record. The format of values specifies the datatype. The
following list demonstrates different datatype formatting requirements:
String: "String",
NumAttribute: 1,
BoolAttribute: true,
ListAttribute: [1, "two", false],
MapAttribute: { foo: "bar" },
NullAttribute: null
*/
Key: {
primaryKey: {"ATTRIBUTE_TYPE":"KEY_VALUE"}, // For example, 'Season': {N:2}.
sortKey: {"ATTRIBUTE_TYPE":"KEY_VALUE"} // For example, 'Episode': {S: "The
return"}; (only required if table has sort key).
},
// Define expressions for the new or updated attributes
UpdateExpression: "set NEW_ATTRIBUTE_NAME_1 = :t, NEW_ATTRIBUTE_NAME_2 = :s", // For
example, "'set Title = :t, Subtitle = :s'"
ExpressionAttributeValues: {
":t": "NEW_ATTRIBUTE_VALUE_1", // For example ':t' : { S: 'NEW_TITLE' }
":s": "NEW_ATTRIBUTE_VALUE_2", // For example ':s' : { S: 'NEW_SUBTITLE' }
},
ReturnValues: "ALL_NEW"
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new UpdateItemCommand(params));
console.log(data);
return data;
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddb_putitem.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

項目の取得
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
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export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddb_getitem.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクライ
アントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。DynamoDB
にアクセスするには、DynamoDBクライアントサービスオブジェクトを作成します。取得する項目を
特定するには、テーブルのその項目のプライマリキーの値を指定する必要があります。デフォルトで
は、GetItemCommand メソッドは項目に定義されているすべての属性値を返します。使用可能なすべて
の属性値のサブセットのみを取得するには、プロジェクション式を指定します。
項目の取得に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例では、テーブルの名前、
取得しているアイテムのキーの名前と値、取得する項目属性を識別するプロジェクション式が含まれてい
ます。DynamoDB クライアントサービスオブジェクトの GetItemCommandメソッドを呼び出します。

Note
TABLE_NAMEを表の名前に、KEY_NAMEを表のプライマリキーに、KEY_NAME_VALUEを属性値を
含むプライマリキー行の値に、そしてATTRIBUTE_NAMEを属性値を含む属性コラムの名前に置き
換えます。
次のコード例では、-KEY_NAME-パーションとソートキーの両方ではない、パーティションキーのみで構成
されるプライマリキーを持つ表から項目を取得します。表にパーティションキーとソートキーで構成され
るプライマリキーがある場合は、ソートキーの名前と属性も指定する必要があります。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { GetItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME", //TABLE_NAME
Key: {
KEY_NAME: { N: "KEY_VALUE" },
},
ProjectionExpression: "ATTRIBUTE_NAME",
};
export const run = async () => {
const data = await ddbClient.send(new GetItemCommand(params));
console.log("Success", data.Item);
return data;
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddb_getitem.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

項目の削除
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
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import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddb_deleteitem.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクラ
イアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。DynamoDB
にアクセスするには、DynamoDBクライアントサービスオブジェクトを作成します。項目を削除するため
に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例では、テーブルの名前、および削除
する項目のキーの名前と値の両方が含まれています。DynamoDB クライアントサービスオブジェクトの
DeleteItemCommandメソッドを呼び出します。

Note
TABLE_NAME(テーブル名）をテーブルの名前に置き換えます。

Note
次のコード例では、-KEY_NAME-パーションとソートキーの両方ではなく、パーティションキー
のみで構成されたプライマリキーを持つアイテムを削除します 表にパーティションキーとソート
キーで構成されるプライマリキーがある場合は、ソートキーの名前と属性も指定する必要があり
ます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
TableName: "CUSTOMER_LIST_NEWEST",
Key: {
CUSTOMER_ID: { N: "1" },
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new DeleteItemCommand(params));
console.log("Success, item deleted", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
/*if (err && err.code === "ResourceNotFoundException") {
console.log("Error: Table not found");
} else if (err && err.code === "ResourceInUseException") {
console.log("Error: Table in use");
}*/
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddb_deleteitem.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。
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DynamoDB のバッチの項目の読み取りと書き込み

この Node.js コード例は以下を示しています。
• DynamoDB テーブルの項目のバッチを読み書きする方法。

シナリオ
この例では、一連のNode.jsモジュールを使用して、アイテムのバッチをDynamoDB表に配置し、アイテム
のバッチを読み取ります。このコードは SDK for JavaScript DynamoDB クライアントクラスのこれらのメ
ソッドでバッチ読み取りおよび書き込みます。
• BatchGetItemCommand
• BatchWriteItemCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• これらの Node JypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• 項目にアクセスできる DynamoDB テーブルを作成します。DynamoDB テーブルを作成する方法の詳細
については、DynamoDB の表の作成と使用 (p. 80) を参照してください。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用しています。これには Node.js バージョン13.x以降が
必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウ
ンロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

Note
これらの例で使用されているデータ型については、「Amazon DynamoDB でサポートされている
データ型と命名規則」を参照してください。

Batch の項目の読み取り
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
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// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddb_batchgetitem.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なク
ライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。DynamoDB
にアクセスするには、DynamoDBクライアントサービスオブジェクトを作成します。項目のバッチを取得
するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例では、読み取る 1 つ以上の
テーブルの名前、各テーブルで読み取るキーの値、および返す属性を指定するプロジェクション式が含ま
れます。DynamoDB サービスオブジェクトの BatchGetItemCommand メソッドを呼び出します。

Note
TABLE_NAMEをテーブルの名前に、KEY_NAME を表のプライマリキーに、KEY_NAME_VALUE を
属性値を含むプライマリキー行の値に、そしてATTRIBUTE_NAME を属性値を含む属性コラムの名
前に置き換えます。

Note
このバッチの下の次のコードは、-KEY_NAME-パーションとソートキーの両方ではなく、パーティ
ションキーのみで構成されたプライマリキーを持つ表からアイテムを取り出します。表にパー
ティションキーとソートキーで構成されるプライマリキーがある場合は、各アイテムのソート
キー名と属性も指定する必要があります。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { BatchGetItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
RequestItems: {
TABLE_NAME: {
Keys: [
{
KEY_NAME_1: { N: "KEY_VALUE" },
KEY_NAME_2: { N: "KEY_VALUE" },
KEY_NAME_3: { N: "KEY_VALUE" },
},
],
ProjectionExpression: "ATTRIBUTE_NAME",
},
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new BatchGetItemCommand(params));
console.log("Success, items retrieved", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
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node ddb_batchgetitem.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Batch の項目の書き込み
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddb_batchwriteitem.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、
必要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認しま
す。DynamoDB にアクセスするには、DynamoDBクライアントサービスオブジェクトを作成します。項目
のバッチを取得するのに必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例には、項目を
書き込みたい表、各項目用に書き込みたいキー、および属性とその値が含まれます。DynamoDB サービス
オブジェクトの BatchWriteItemCommand メソッドを呼び出します。

Note
TABLE_NAMEをテーブルの名前に、KEYSを項目の主要キーに、KEY_VALUEを属性値を含む主要
キーローの値に、ATTRIBUTE_NAMEを属性値を含む属性列の名前に置き換えます。
次のコード例のバッチは、-KEY_NAME–パーティションキーとソートキーの両方ではなく、パーティショ
ンキーのみで構成される主キーを使用してアイテムを表に書き込みます。表にパーティションキーとソー
トキーで構成されるプライマリキーがある場合は、各アイテムのソートキー名と属性も指定する必要があ
ります。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { BatchWriteItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
RequestItems: {
TABLE_NAME: [
{
PutRequest: {
Item: {
KEY: { N: "KEY_VALUE" },
ATTRIBUTE_1: { S: "ATTRIBUTE_1_VALUE"
ATTRIBUTE_2: { N: "ATTRIBUTE_2_VALUE"
},
},
},
{
PutRequest: {
Item: {
KEY: { N: "KEY_VALUE" },
ATTRIBUTE_1: { S: "ATTRIBUTE_1_VALUE"
ATTRIBUTE_2: { N: "ATTRIBUTE_2_VALUE"
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},
},

},
],

},

};

export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new BatchWriteItemCommand(params));
console.log("Success, items inserted", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddb_batchwriteitem.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

DynamoDB 表のクエリおよびスキャニング

この Node.js コード例は以下を示しています。
• 項目の DynamoDB テーブルをクエリおよびスキャンする方法。

シナリオ
クエリでは、プライマリキーの属性値のみを使用してテーブルまたはセカンダリインデックスの項目を検
索します。パーティションキーの名前と検索対象の値を指定する必要があります。ソートキーの名前と
値を指定し、比較演算子を使用して、検索結果をさらに絞り込むこともできます。スキャンは、指定した
テーブルのすべての項目をチェックして項目を探します。
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して、DynamoDB テーブルから取得する 1 つ以上の項目を
識別します。このコードは SDK for JavaScript DynamoDB クライアントクラスのこれらのメソッドでテー
ブルをクエリおよびスキャンします。
• QueryCommand
• ScanCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• これらの Node.js の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for JavaScriptお
よびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください GitHub。
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• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• 項目にアクセスできる DynamoDB テーブルを作成します。DynamoDB テーブルを作成する方法の詳細
については、DynamoDB の表の作成と使用 (p. 80) を参照してください。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用しています。これには Node.js バージョン13.x以降が
必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウ
ンロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

Note
これらの例で使用されているデータ型については、「Amazon DynamoDB でサポートさ
れているデータ型と命名規則」を参照してください。

テーブルに対するクエリの実行
この例では、ビデオシリーズに関するエピソード情報を含むテーブルをクエリし、エピソード 9 の過去の
サブタイトルに指定されたフレーズを含むセカンドシーズンのエピソードのタイトルとサブタイトルを返
します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddb_query.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクライア
ントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。DynamoDB に
アクセスするには、DynamoDB クライアントサービスオブジェクトを作成します。テーブルをクエリ
するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例では、テーブル名、ク
エリに必要な ExpressionAttributeValues、これらの値を使用してクエリが返す項目を定義する
KeyConditionExpression、および各項目に返す属性値の名前が含まれています。DynamoDB サービス
オブジェクトの QueryCommand メソッドを呼び出します。
テーブルのプライマリキーは、以下の属性で構成されます。
• Season
• Episode
GitHub上のコードを実行してこのクエリの対象となるテーブルを作成し、 GitHubこのコードを実行して
テーブルにデータを入力できます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { QueryCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
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import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
KeyConditionExpression: "Season = :s and Episode > :e",
FilterExpression: "contains (Subtitle, :topic)",
ExpressionAttributeValues: {
":s": { N: "1" },
":e": { N: "2" },
":topic": { S: "SubTitle" },
},
ProjectionExpression: "Episode, Title, Subtitle",
TableName: "EPISODES_TABLE",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new QueryCommand(params));
data.Items.forEach(function (element) {
console.log(element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")");
});
return data;
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddb_query.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

表のスキャン
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてDynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddb_scan.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクライア
ントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。DynamoDB に
アクセスするには、DynamoDBクライアントサービスオブジェクトを作成します。テーブルで項目をス
キャンするために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例では、テーブルの
名前、一致する各項目に対して返す属性値のリスト、および指定されたフレーズを含む項目を見つけるた
めに結果セットをフィルタリングするための式が含まれています。DynamoDB サービスオブジェクトの
ScanQuery メソッドを呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ScanCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
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import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
// Specify which items in the results are returned.
FilterExpression: "Subtitle = :topic AND Season = :s AND Episode = :e",
// Define the expression attribute value, which are substitutes for the values you want
to compare.
ExpressionAttributeValues: {
":topic": { S: "SubTitle2" },
":s": { N: "1" },
":e": { N: "2" },
},
// Set the projection expression, which the the attributes that you want.
ProjectionExpression: "Season, Episode, Title, Subtitle",
TableName: "EPISODES_TABLE",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new ScanCommand(params));
data.Items.forEach(function (element) {
console.log(element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")");
});
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddb_scan.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

DynamoDB ドキュメントクライアントの使用

この Node.js コード例は以下を示しています。
• DynamoDB ユーティリティを使用して DynamoDB 表にアクセスする方法。

シナリオ
DynamoDB ドキュメントクライアントは、属性値の概念を抽象化することによって項目の操作を簡単に
します。この抽象化は、 JavaScript 入力パラメータとして提供されるネイティブタイプに注釈を付け、
JavaScript注釈付きのレスポンスデータをネイティブタイプに変換します。
DynamoDB ドキュメントクライアントの詳細については、「@aws-sdk/lib-dynamodb README」
を参照してください GitHub。Amazon DynamoDB を使用したプログラミングの詳細について
は、Amazon DynamoDB Developer Guide(Amazon DynamoDB デベロッパーガイド)の Programming with
DynamoDB(DynamoDB を使用したプログラミング)を参照してください。
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この例では、一連の Node.js モジュールを使用して、DynamoDB ユーティリティを使用するDynamoDB表
で基本操作を実行します。このコードは SDK for JavaScript DynamoDB クラスのこれらのメソッドでテー
ブルをクエリおよびスキャンします。
• getItem
• putItem
• UpdateItem（更新項目）
• クエリ
• deleteItem
DynamoDB ドキュメントクライアントの設定の詳細については、@aws-sdk/lib-dynamodb（@aws-sdk/
lib-dynamodb）を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• これらの Node.js の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for JavaScriptお
よびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• 項目にアクセスできる DynamoDB テーブルを作成します。SDK for DynamoDB テーブルを
作成する方法の詳細については JavaScript、を参照してくださいDynamoDB の表の作成と使
用 (p. 80)。DynamoDB コンソールを使用してテーブルを作成することもできます。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用しています。これには Node.js バージョン13.x以降が
必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウ
ンロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

Note
これらの例で使用されているデータ型については、「Amazon DynamoDB でサポートされている
データ型と命名規則」を参照してください。

テーブルからの項目の取得
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbDocClient.jsでNode.js モジュールを作成します。
それに以下のコードをコピーし、ペーストして、DynamoDB クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {ddbClient} from "./ddbClient";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
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};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB Document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
libsディレクトリに、 ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下のコー
ドをコピーし、ペーストして、DynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddbdoc_get_item.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、必要
なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。これはド
キュメントクライアント機能を@aws-sdk/client-dynamodbに提供する @aws-sdk/lib-dynamodbの
ライブラリパッケージを含みます。次に、ドキュメントクライアントの作成時に、オプションの 2 番目の
パラメータとしてマーシャリングとアンマーシャリングの設定を以下に示すように設定します。次に、ク
ライアントを作成します。表から項目を取得するのに必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成
します。この例では、表の名前、その表のハッシュキーの名前、および取得したい項目のハッシュキーの
値が含まれています。DynamoDBドキュメントクライアントのGetCommandメソッドを呼び出します。
import { GetCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "./libs/ddbDocClient";
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
/*
Convert the key JavaScript object you are retrieving to the
required Amazon DynamoDB record. The format of values specifies
the datatype. The following list demonstrates different
datatype formatting requirements:
String: "String",
NumAttribute: 1,
BoolAttribute: true,
ListAttribute: [1, "two", false],
MapAttribute: { foo: "bar" },
NullAttribute: null
*/
Key: {
primaryKey: "VALUE", // For example, 'Season': 2.
sortKey: "VALUE", // For example, 'Episode': 1; (only required if table has sort key).
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},

};

export const run = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new GetCommand(params));
console.log("Success :", data);
// console.log("Success :", data.Item);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddbdoc_get_item.js // To use JavaScript, enter 'node ddbdoc_get_item.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

テーブルでの項目の入力
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbDocClient.jsでNode.js モジュールを作成します。
それに以下のコードをコピーし、ペーストして、DynamoDB クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {ddbClient} from "./ddbClient";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB Document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
libsディレクトリに、 ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下のコー
ドをコピーし、ペーストして、DynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
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import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddbdoc_put_item.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、必要
なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。これはド
キュメントクライアント機能を@aws-sdk/client-dynamodbに提供する @aws-sdk/lib-dynamodbの
ライブラリパッケージを含みます。次に、ドキュメントクライアントの作成時に、オプションの 2 番目の
パラメータとしてマーシャリングとアンマーシャリングの設定を以下に示すように設定します。次に、ク
ライアントを作成します。表に項目を書き込みのに必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成し
ます。この例では、表の名前、ハッシュキーと値、および項目に設定する属性の名前と値の追加、更新す
る項目の説明が含まれています。DynamoDBドキュメントクライアントのPutCommandメソッドを呼び出
します。

import { PutCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "./libs/ddbDocClient";
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
/*
Convert the key JavaScript object you are adding to the
required Amazon DynamoDB record. The format of values specifies
the datatype. The following list demonstrates different
datatype formatting requirements:
String: "String",
NumAttribute: 1,
BoolAttribute: true,
ListAttribute: [1, "two", false],
MapAttribute: { foo: "bar" },
NullAttribute: null
*/
Item: {
primaryKey: "VALUE_1", // For example, 'Season': 2
sortKey: "VALUE_2", // For example, 'Episode': 2 (only required if table has sort key)
NEW_ATTRIBUTE_1: "NEW_ATTRIBUTE_1_VALUE", //For example 'Title': 'The Beginning'
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new PutCommand(params));
console.log("Success - item added or updated", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddbdoc_put_item.js // To use JavaScript, enter 'node ddbdoc_put_item.js'

このサンプルコードはここにあります GitHub。
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テーブルでの項目の更新
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbDocClient.jsでNode.js モジュールを作成します。
それに以下のコードをコピーし、ペーストして、DynamoDB クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {ddbClient} from "./ddbClient";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB Document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
libsディレクトリに、 ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下のコー
ドをコピーし、ペーストして、DynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddbdoc_update_item.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認しま
す。これはドキュメントクライアント機能を@aws-sdk/client-dynamodbに提供する @aws-sdk/
lib-dynamodbのライブラリパッケージを含みます。次に、ドキュメントクライアントの作成時に、
オプションの 2 番目のパラメータとしてマーシャリングとアンマーシャリングの設定を以下に示す
ように設定します。次に、クライアントを作成します。テーブルに項目を書き込むために必要なパ
ラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例には、テーブルの名前、更新する項目の
キー、ExpressionAttributeValues パラメータで値を割り当てるトークンで更新する項目の属性
を定義する一連のUpdateExpressionsが含まれています。DynamoDBドキュメントクライアント
のUpdateCommandメソッドを呼び出します。
import { UpdateCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
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import { ddbDocClient } from "./libs/ddbDocClient";
// Set the parameters
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
/*
Convert the attribute JavaScript object you are updating to the required
Amazon DynamoDB record. The format of values specifies the datatype. The
following list demonstrates different datatype formatting requirements:
String: "String",
NumAttribute: 1,
BoolAttribute: true,
ListAttribute: [1, "two", false],
MapAttribute: { foo: "bar" },
NullAttribute: null
*/
Key: {
primaryKey: "VALUE_1", // For example, 'Season': 2.
sortKey: "VALUE_2", // For example, 'Episode': 1; (only required if table has sort
key).
},
// Define expressions for the new or updated attributes
UpdateExpression: "set ATTRIBUTE_NAME_1 = :t, ATTRIBUTE_NAME_2 = :s", // For example,
"'set Title = :t, Subtitle = :s'"
ExpressionAttributeValues: {
":t": "NEW_ATTRIBUTE_VALUE_1", // For example ':t' : 'NEW_TITLE'
":s": "NEW_ATTRIBUTE_VALUE_2", // For example ':s' : 'NEW_SUBTITLE'
},
ReturnValues: "ALL_NEW"
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new UpdateCommand(params));
console.log("Success - item added or updated", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddbdoc_update_item.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

テーブルに対するクエリの実行
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbDocClient.jsでNode.js モジュールを作成します。
それに以下のコードをコピーし、ペーストして、DynamoDB クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {ddbClient} from "./ddbClient";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
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};

removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.

const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB Document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
libsディレクトリに、 ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下のコー
ドをコピーし、ペーストして、DynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
この例では、ビデオシリーズに関するエピソード情報を含むテーブルをクエリし、エピソード 9 の過去の
サブタイトルに指定されたフレーズを含むセカンドシーズンのエピソードのタイトルとサブタイトルを返
します。
ddbdoc_query_item.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよ
うに、必要なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確
認します。これはドキュメントクライアント機能を@aws-sdk/client-dynamodbに提供する
@aws-sdk/lib-dynamodbのライブラリパッケージを含みます。テーブルをクエリするために必
要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この例では、テーブル名、クエリに必要
な ExpressionAttributeValues、およびそれらの値を使用してクエリが返す項目を定義する
KeyConditionExpression が含まれています。DynamoDBクライアントのQueryCommandメソッドを
呼び出します。
import { QueryCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "./libs/ddbDocClient";
// Set the parameters
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
/*
Convert the JavaScript object defining the objects to the required
Amazon DynamoDB record. The format of values specifies the datatype. The
following list demonstrates different datatype formatting requirements:
String: "String",
NumAttribute: 1,
BoolAttribute: true,
ListAttribute: [1, "two", false],
MapAttribute: { foo: "bar" },
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NullAttribute: null
*/
ExpressionAttributeValues: {
":s": 1,
":e": 1,
":topic": "Title2",
},
// Specifies the values that define the range of the retrieved items. In this case, items
in Season 2 before episode 9.
KeyConditionExpression: "Season = :s and Episode > :e",
// Filter that returns only episodes that meet previous criteria and have the subtitle
'The Return'
FilterExpression: "contains (Subtitle, :topic)",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new QueryCommand(params));
console.log("Success. Item details: ", data);
// console.log("Success. Item details: ", data.Items);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddbdoc_query_item.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

テーブルからの項目の削除
libsディレクトリを作成し、ファイル名ddbDocClient.jsでNode.js モジュールを作成します。
それに以下のコードをコピーし、ペーストして、DynamoDB クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {ddbClient} from "./ddbClient";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB Document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
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export { ddbDocClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
libsディレクトリに、 ファイル名ddbClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下のコー
ドをコピーし、ペーストして、DynamoDB クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
ddbdoc_delete_item.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、
必要なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。
これはドキュメントクライアント機能を@aws-sdk/client-dynamodbに提供する @aws-sdk/libdynamodbのライブラリパッケージを含みます。次に、ドキュメントクライアントの作成時に、オプショ
ンの 2 番目のパラメータとしてマーシャリングとアンマーシャリングの設定を以下に示すように設定しま
す。次に、クライアントを作成します。DynamoDB にアクセスするには、DynamoDBオブジェクトを作成
します。テーブルの項目を削除するのに必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。この
例では、テーブルの名前、削除したい項目のハッシュキーの名前と値が含まれています。DynamoDBクラ
イアントのDeleteCommandメソッドを呼び出します。
import { DeleteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "./libs/ddbDocClient";
// Set the parameters
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
/*
Convert the key JavaScript object you are deleting to the
required Amazon DynamoDB record. The format of values specifies
the datatype. The following list demonstrates different
datatype formatting requirements:
String: "String",
NumAttribute: 1,
BoolAttribute: true,
ListAttribute: [1, "two", false],
MapAttribute: { foo: "bar" },
NullAttribute: null
*/
Key: {
primaryKey: "VALUE_1", // For example, 'Season': 2.
sortKey: "VALUE_2", // For example, 'Episode': 1; (only required if table has sort
key).
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new DeleteCommand(params));
console.log("Success - item deleted");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
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};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ddbdoc_delete_item.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon EC2 の例
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、クラウド内で仮想サーバーのホスティングを提供す
るウェブサービスです。サイズが変更できるコンピューティング性能を提供することによって、ウェブス
ケールのクラウドコンピューティングを開発者が簡単に利用できるように設計されています。

- JavaScript Amazon EC2 の API については、「」を参照してください。EC2クライアントクラ
ス。Amazon EC2 クライアントクラスの使用についての詳細は、「」を参照してください。クラス:
EC2API リファレンスの「」を参照してください。
トピック
• Amazon EC2 インスタンスの作成 (p. 107)
• Amazon EC2 インスタンスの管理 (p. 109)
• Amazon EC2 のキーペアの操作 (p. 114)
• Amazon EC2 でのリージョンとアベイラビリティーゾーンの使用 (p. 117)
• Amazon EC2 でのセキュリティグループとの連携 (p. 119)
• Amazon EC2 でElastic IP アドレスを使用 (p. 123)

Amazon EC2 インスタンスの作成

この Node.js コード例は以下を示しています。
• パブリック Amazon マシンイメージ (AMI) から Amazon EC2 インスタンスを作成する方法。
• 新しい Amazon EC2 インスタンスを作成してタグを割り当てる方法。

例について
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon EC2 インスタンスを作成し、それにキーペアとタグ
の両方を割り当てます。このコードでは SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript Amazon EC2 クラ
イアントクラスのこれらのメソッドでインスタンスを作成およびタグ付けするには
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• RunInstancesCommand
• CreateTagsCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• キーペアの作成. 詳細については、「Amazon EC2 のキーペアの操作 (p. 114)」を参照してください。
この例では、キーペアの名前を使用します。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用します。これには Node.js バージョン13.x以降が必要
です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

インスタンスの作成とタグ付け
libsディレクトリを作成し、ファイル名ec2Client.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下
のコードをコピーし、ペーストしてAmazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
const { EC2Client } = require( "@aws-sdk/client-ec2");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create anAmazon EC2 service client object.
const ec2Client = new EC2Client({ region: REGION });
module.exports = { ec2Client };

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
ec2_createinstances.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、
必要なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。
割り当てるキーペアの名前や実行するAMIのIDなど、EC2クライアントクラス
のRunInstancesCommandメソッドのパラメーターを渡すオブジェクトを作成しま
す。RunInstancesCommand メソッドを呼び出すには、Amazon EC2 クライアントサービスオブジェク
トを呼び出すための非同期関数を作成し、パラメータを渡します。
次に、コードは Name タグを新しいインスタンスに追加し、Amazon EC2 コンソールがそれを認識して、
インスタンスリストの [Name] (名前) フィールドに表示します。1 つのインスタンスに最大 50 個のタグを
追加できます。これらはすべて、CreateTagsCommand メソッドへの 1 回の呼び出しで追加できます。

Note
AMI_IDを実行する Amazon マシンイメージ (AMI) の ID およびAMI IDに割り当て
るKEY_PAIR_NAME（キーペア名）に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
const {
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CreateTagsCommand,
RunInstancesCommand,
} = require("@aws-sdk/client-ec2");
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
// Set the parameters
const instanceParams = {
ImageId: "AMI_ID", //AMI_ID
InstanceType: "t2.micro",
KeyName: "KEY_PAIR_NAME", //KEY_PAIR_NAME
MinCount: 1,
MaxCount: 1,
};
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(new RunInstancesCommand(instanceParams));
console.log(data.Instances[0].InstanceId);
const instanceId = data.Instances[0].InstanceId;
console.log("Created instance", instanceId);
// Add tags to the instance
const tagParams = {
Resources: [instanceId],
Tags: [
{
Key: "Name",
Value: "SDK Sample",
},
],
};
try {
await ec2Client.send(new CreateTagsCommand(tagParams));
console.log("Instance tagged");
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_createinstances.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

Amazon EC2 インスタンスの管理

この Node.js コード例は以下を示しています。
• Amazon EC2 インスタンスに関する基本情報を取得する方法。
• Amazon EC2 インスタンスの詳細モニタリングを開始および停止する方法。
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• Amazon EC2 インスタンスを開始および停止する方法。
• Amazon EC2 インスタンスを再起動する方法。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して、いくつかの基本インスタンス管理オペレーションを
実行します。Node.js モジュールは SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript Amazon EC2 クライア
ントクラスの次のメソッドを使用してインスタンスを管理するには:
• DescribeInstancesCommand
• MonitorInstancesCommand
• UnmonitorInstancesCommand
• StartInstancesCommand
• StopInstancesCommand
• RebootInstancesCommand
Amazon EC2 インスタンスのライフサイクルの詳細については、Amazon EC2 User Guide for Linux
Instances(Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド)のInstance lifecycle(インスタンスのライ
フサイクル)を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• Amazon EC2 インスタンスを作成します。Amazon EC2 インスタンスの作成の詳細について
は、Amazon EC2 User Guide for Linux Instances(Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイ
ド)のAmazon EC2 instances(Amazon EC2 インスタンス)またはAmazon EC2 User Guide for Windows
Instances(Windows インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド)のAmazon EC2 instances(Amazon
EC2 インスタンス)を参照してください。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用します。これには Node.js バージョン13.x以降が必要
です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

インスタンスの説明
libsディレクトリを作成し、ファイル名ec2Client.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下
のコードをコピーし、ペーストしてAmazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
const { EC2Client } = require( "@aws-sdk/client-ec2");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create anAmazon EC2 service client object.
const ec2Client = new EC2Client({ region: REGION });
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module.exports = { ec2Client };

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
ec2_describeinstances.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように
SDK を必ず設定します。Amazon EC2 サービスオブジェクトの DescribeInstancesCommand メソッド
を呼び出して、インスタンスの詳細な説明を取得します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(new DescribeInstancesCommand({}));
console.log("Success", JSON.stringify(data));
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_describeinstances.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

インスタンス監視の管理
libsディレクトリを作成し、ファイル名ec2Client.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下
のコードをコピーし、ペーストしてAmazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
const { EC2Client } = require( "@aws-sdk/client-ec2");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create anAmazon EC2 service client object.
const ec2Client = new EC2Client({ region: REGION });
module.exports = { ec2Client };

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
ec2_monitorinstances.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように
SDK を必ず設定します。監視を制御するインスタンスのインスタンス ID を追加します。
コマンドライン引数 (ON または OFF) の値に基づいて、Amazon EC2 サービスオブジェクトの
MonitorInstancesCommand メソッドを呼び出して、指定したインスタンスの詳細モニタリングを開始
するか、UnmonitorInstancesCommand メソッドを呼び出します。

Note
INSTANCE_ID (インスタンスID)を監視を制御するインスタンスのIDに、そしてSTATE（ステー
ト）をONまたはOFFのどちらかに置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
MonitorInstancesCommand,
UnmonitorInstancesCommand,
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} from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
// Set the parameters
const params = { InstanceIds: ["INSTANCE_ID"] }; // Array of INSTANCE_IDs
const run = async () => {
if (process.argv[4].toUpperCase() === "ON") {
try {
const data = await ec2Client.send(new MonitorInstancesCommand(params));
console.log("Success", data.InstanceMonitorings);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} else if (process.argv[4].toUpperCase() === "OFF") {
try {
const data = await ec2Client.send(new UnmonitorInstancesCommand(params));
console.log("Success", data.InstanceMonitorings);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで次を入力します。詳細モニタリングを開始するにはONを、
モニタリングを停止するにはOFFを指定します。
node ec2_monitorinstances.js ON

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

インスタンスの開始と停止
libsディレクトリを作成し、ファイル名ec2Client.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下
のコードをコピーし、ペーストしてAmazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
const { EC2Client } = require( "@aws-sdk/client-ec2");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create anAmazon EC2 service client object.
const ec2Client = new EC2Client({ region: REGION });
module.exports = { ec2Client };

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
ec2_startstopinstances.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に SDK を必ず設定します。開始または停止するインスタンスのインスタンス ID を追加します。
コマンドライン引数 (START または STOP) の値に基づいて、Amazon EC2 サービスオブジェク
トの StartInstancesCommand メソッドを呼び出して、指定されたインスタンスを開始する
か、StopInstancesCommand メソッドを呼び出してそれらを停止します。

Note
INSTANCE_ID (インスタンスID)を開始または停止するインスタンスのインスタンス ID に、そし
てSTATE（ステート）をSTARTまたはSTOPに置き換えます。
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// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import {
StartInstancesCommand,
StopInstancesCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
// Set the parameters
const params = { InstanceIds: ["INSTANCE_ID"] }; // Array of INSTANCE_IDs
const command = "STATE"; // STATE i.e. "START" or "STOP"
const run = async () => {
if (command.toUpperCase() === "START") {
try {
const data = await ec2Client.send(new StartInstancesCommand(params));
console.log("Success", data.StartingInstances);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error2", err);
}
} else if (process.argv[2].toUpperCase() === "STOP") {
try {
const data = await ec2Client.send(new StopInstancesCommand(params));
console.log("Success", data.StoppingInstances);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
};
run();

例を実行するには、コマンドプロンプトで次を入力して、インスタンスを開始する場合はSTART、インス
タンスを停止する場合はSTOPを指定します。
node ec2_startstopinstances.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

インスタンスの再起動
libsディレクトリを作成し、ファイル名ec2Client.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下
のコードをコピーし、ペーストしてAmazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
const { EC2Client } = require( "@aws-sdk/client-ec2");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create anAmazon EC2 service client object.
const ec2Client = new EC2Client({ region: REGION });
module.exports = { ec2Client };

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
ec2_rebootinstances.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように
SDK を必ず設定します。再起動するインスタンスのインスタンス ID を追加します。EC2クライアント
サービスオブジェクトのRebootInstancesCommandメソッドを呼び出して、指定されたインスタンスを
再起動します。
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Note
INSTANCE_IDを再起動したいインスタンス ID に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { RebootInstancesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client.js";
// Set the parameters
const params = { InstanceIds: ["INSTANCE_ID"] }; // Array of INSTANCE_IDs
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(new RebootInstancesCommand(params));
console.log("Success", data.InstanceMonitorings);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_rebootinstances.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

Amazon EC2 のキーペアの操作

この Node.js コード例は以下を示しています。
• キーペアに関する情報を取得する方法。
• Amazon EC2 インスタンスにアクセスするためのキーペアを作成する方法。
• 既存のキーペアを削除する方法。

シナリオ
Amazon EC2 は公開キー暗号化を使用し、ログイン情報の暗号化と復号を行います。パブリックキー暗号
はパブリックキーを使用してデータを暗号化し、受信者はプライベートキーを使用してデータを復号しま
す。パブリックキーとプライベートキーは、キーペアと呼ばれます。
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して、いくつかの Amazon EC2 キーペア管理オペレーショ
ンを実行します。Node.js モジュールは SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript Amazon EC2 クラ
イアントクラスのこれらのメソッドを使用してインスタンスを管理するには、Amazon EC2 クライアント
クラスのこれらのメソッドを使用してインスタンスを管理します。
• CreateKeyPairCommand
• DeleteKeyPairCommand
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• DescribeKeyPairsCommand
Amazon EC2 キーペアの詳細については、Amazon EC2 User Guide for Linux Instances(Linux インスタ
ンスのAmazon EC2 key pairs (Amazon EC2 キーペア)、またはAmazon EC2 User Guide for Windows
Instances(Windows インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド)のAmazon EC2 key pairs and
Windows Instances (Amazon EC2キーペアおよびWindows インスタンス)を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• SDK のインストール JavaScript Amazon EC2 クライアント。詳細については、「バージョン 3 の新機
能とは (p. 1)」を参照してください。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用します。これには Node.js バージョン13.x以降が必要
です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

キーペアの説明
libsディレクトリを作成し、ファイル名ec2Client.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下
のコードをコピーし、ペーストしてAmazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
const { EC2Client } = require( "@aws-sdk/client-ec2");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create anAmazon EC2 service client object.
const ec2Client = new EC2Client({ region: REGION });
module.exports = { ec2Client };

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
ec2_describekeypairs.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示し
たように SDK を必ず設定します。空の JSON オブジェクトを作成して、すべてのキーペアの説
明を返すためにメソッドに必要な DescribeKeyPairsCommand パラメータを保持します。ま
た、DescribeKeyPairsCommand メソッドに、JSON ファイルのパラメータの KeyName 部分のキーペ
アの名前の配列を指定することもできます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeKeyPairsCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(new DescribeKeyPairsCommand({}));
console.log("Success", JSON.stringify(data.KeyPairs));
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
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}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_describekeypairs.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

キーペアの作成
libsディレクトリを作成し、ファイル名ec2Client.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下
のコードをコピーし、ペーストしてAmazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
const { EC2Client } = require( "@aws-sdk/client-ec2");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create anAmazon EC2 service client object.
const ec2Client = new EC2Client({ region: REGION });
module.exports = { ec2Client };

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
それぞれのキーペアには名前が必要です。Amazon EC2 は、キー名として指定した名前にパブリックキー
を関連付けます。ec2_createkeypair.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に
示したように、必要なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確
認します。JSON パラメータを作成して、キーペアの名前を指定し、CreateKeyPairCommand メソッド
呼び出しに渡します。

Note
MY_KEY_PAIR(マイキーペア）をキーペアの名前に置き換えします。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateKeyPairCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
// Set the parameters
const params = { KeyName: "MY_KEY_PAIR" }; //MY_KEY_PAIR
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(new CreateKeyPairCommand(params));
console.log(JSON.stringify(data));
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_createkeypair.js

サンプルコードは、「」を参照してください。ここここ GitHub。
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libsディレクトリを作成し、ファイル名ec2Client.js Node.js モジュールを作成します。それに以下
のコードをコピーし、ペーストしてAmazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
const { EC2Client } = require( "@aws-sdk/client-ec2");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create anAmazon EC2 service client object.
const ec2Client = new EC2Client({ region: REGION });
module.exports = { ec2Client };

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
ec2_deletekeypair.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認しま
す。Amazon EC2 にアクセスするには、EC2 クライアントサービスオブジェクトを作成します。JSON パ
ラメータを作成して、削除するキーペアの名前を指定します。次に、DeleteKeyPairCommand メソッド
を呼び出します。

Note
KEY_PAIR_NAMEを削除したいキーペアの名前に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteKeyPairCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
// Set the parameters
const params = { KeyName: "KEY_PAIR_NAME" }; //KEY_PAIR_NAME
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(new DeleteKeyPairCommand(params));
console.log("Key Pair Deleted");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_deletekeypair.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

Amazon EC2 でのリージョンとアベイラビリティー
ゾーンの使用

117

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
Amazon EC2 でのリージョンと
アベイラビリティーゾーンの使用
この Node.js コード例は以下を示しています。

• AWS地域とアベイラビリティーゾーンの説明を取得する方法。

シナリオ
Amazon EC2 は、世界中の複数のロケーションでホスティングされています。これらの場所は、 リージョ
ンとアベイラビリティーゾーンから構成されています。 リージョンはそれぞれ、地理的に離れた領域で
す。リージョンごとにアベイラビリティーゾーンと呼ばれる複数の独立した場所があります。Amazon
EC2 では、複数のロケーションにインスタンスとデータを配置することができます。
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して、リージョンとアベイラビリティーゾーンに関する詳
細を取得します。Node.js モジュールは SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript Amazon EC2 クラ
イアントクラスの次のメソッドを使用してインスタンスを管理するには、Amazon EC2 クライアントクラ
スの次のメソッドを使用してインスタンスを管理します。
• DescribeAvailabilityZonesCommand
• DescribeRegionsCommand
リージョンやアベイラビリティーゾーンの詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユー
ザーガイドのリージョンとアベイラビリティーゾーンまたは Windows インスタンス用の Amazon EC2
ユーザーガイドのリージョンとアベイラビリティーゾーンを参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用します。これには Node.js バージョン13.x以降が必要
です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

リージョンとアベイラビリティーゾーンの記述
libsディレクトリを作成し、ファイル名ec2Client.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下
のコードをコピーし、ペーストしてAmazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
const { EC2Client } = require( "@aws-sdk/client-ec2");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create anAmazon EC2 service client object.
const ec2Client = new EC2Client({ region: REGION });
module.exports = { ec2Client };

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
ec2_describeregionsandzones.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。
前に示したように SDK を必ず設定します。空の JSON オブジェクトを作成し、パラメータと
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して渡すと、使用可能なすべての説明を返します。次に、DescribeRegionsCommand および
DescribeAvailabilityZonesCommand メソッドを呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeRegionsCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(new DescribeRegionsCommand({}));
console.log("Availability Zones: ", data.Regions);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_describeregionsandzones.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

Amazon EC2 でのセキュリティグループとの連携

この Node.js コード例は以下を示しています。
• セキュリティグループに関する情報を取得する方法。
• Amazon EC2 インスタンスにアクセスするセキュリティグループを作成する方法。
• 既存のセキュリティグループを削除する方法。

シナリオ
Amazon EC2 セキュリティグループは、1 つ以上のインスタンスのトラフィックを制御する仮想ファイア
ウォールとして機能します。各セキュリティグループに対してルールを追加し、関連付けられたインスタ
ンスに対するトラフィックを許可します。セキュリティグループルールはいつでも変更できます。新しい
ルールは、セキュリティグループに関連付けられているインスタンスすべてに自動的に適用されます。
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して、セキュリティグループを含むいくつかの Amazon
EC2 オペレーションを実行します。Node.js モジュールは SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript
Amazon EC2 クライアントクラスの次のメソッドを使用してインスタンスを管理するには、Amazon EC2
クライアントクラスの次のメソッドを使用してインスタンスを管理します。
• DescribeSecurityGroupsCommand
• AuthorizeSecurityGroupIngressCommand
• CreateSecurityGroupCommand
• DescribeVpcsCommand
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• DeleteSecurityGroupCommand
Amazon EC2 セキュリティグループの詳細については、Amazon EC2 User Guide for Linux
Instances（Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド）またはAmazon EC2 Amazon security
groups for Linux instances（Amazon EC2 セキュリティグループ Linux Instances）または Amazon
EC2 User Guide for Windows Instances（Windows インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド）
のAmazon EC2 Security groups for Windows instances （(Amazon EC2セキュリティグループ インスタン
ス)を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用します。これには Node.js バージョン13.x以降が必要
です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

セキュリティグループについての説明
libsディレクトリを作成し、ファイル名ec2Client.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下
のコードをコピーし、ペーストしてAmazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
const { EC2Client } = require( "@aws-sdk/client-ec2");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create anAmazon EC2 service client object.
const ec2Client = new EC2Client({ region: REGION });
module.exports = { ec2Client };

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
ec2_describesecuritygroups.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に
示したように SDK を必ず設定します。記述するセキュリティグループのグループ ID を含め、パラ
メータとして渡す JSON オブジェクトを作成します。次に、Amazon EC2 サービスオブジェクトの
DescribeSecurityGroupsCommand メソッドを呼び出します。

Note
SECURITYGROUP_IDを記述したいセキュリティグループのグループ ID に置き換かえます。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeSecurityGroupsCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
// Set the parameters
const params = { GroupIds: ["SECURITY_GROUP_ID"] }; //SECURITY_GROUP_ID
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const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(
new DescribeSecurityGroupsCommand(params)
);
console.log("Success", JSON.stringify(data.SecurityGroups));
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_describesecuritygroups.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

セキュリティグループとルールんの作成
libsディレクトリを作成し、ファイル名ec2Client.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以下
のコードをコピーし、ペーストしてAmazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地
域）を、AWS地域に置き換えます。
const { EC2Client } = require( "@aws-sdk/client-ec2");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create anAmazon EC2 service client object.
const ec2Client = new EC2Client({ region: REGION });
module.exports = { ec2Client };

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
ec2_createsecuritygroup.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に SDK を必ず設定します。セキュリティグループの名前、説明、および VPC の ID を指定するパラメー
タ用の JSON オブジェクトを作成します。CreateSecurityGroupCommand メソッドにパラメータを渡
します。
セキュリティグループが正常に作成されると、インバウンドトラフィックを許可するルールを定義でき
ます。Amazon EC2 インスタンスがトラフィックを受信する IP プロトコルと受信ポートを指定するパラ
メータ用の JSON オブジェクトを作成します。AuthorizeSecurityGroupIngressCommand メソッド
にパラメータを渡します。

Note
KEY_PAIR_NAMEをキーペアの名前に、 DESCRIPTIONをセキュリティグループの説明
に、SECURITY_GROUP_NAMEをセキュリティグループの名前に、SECURITYGROUP_IDをセキュ
リティグループの ID に置き換えします。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
DescribeVpcsCommand,
CreateSecurityGroupCommand,
AuthorizeSecurityGroupIngressCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
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// Set the parameters
const params = { KeyName: "KEY_PAIR_NAME" }; //KEY_PAIR_NAME
// Variable to hold a ID of a VPC
let vpc = null;
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(new DescribeVpcsCommand(params));
vpc = data.Vpcs[0].VpcId;
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
try {
const paramsSecurityGroup = {
Description: "DESCRIPTION", //DESCRIPTION
GroupName: "SECURITY_GROUP_NAME", // SECURITY_GROUP_NAME
VpcId: vpc,
};
const data = await ec2Client.send(
new CreateSecurityGroupCommand(paramsSecurityGroup)
);
const SecurityGroupId = data.GroupId;
console.log("Success", SecurityGroupId);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
try {
const paramsIngress = {
GroupId: "SECURITY_GROUP_ID", //SECURITY_GROUP_ID
IpPermissions: [
{
IpProtocol: "tcp",
FromPort: 80,
ToPort: 80,
IpRanges: [{ CidrIp: "0.0.0.0/0" }],
},
{
IpProtocol: "tcp",
FromPort: 22,
ToPort: 22,
IpRanges: [{ CidrIp: "0.0.0.0/0" }],
},
],
};
const data = await ec2Client.send(
new AuthorizeSecurityGroupIngressCommand(paramsIngress)
);
console.log("Ingress Successfully Set", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Cannot retrieve a VPC", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_createsecuritygroup.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。
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セキュリティグループの削除
ec2_deletesecuritygroup.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよ
うに SDK を必ず設定します。Amazon EC2 にアクセスするには、EC2 クライアントサービスオブジェク
トを作成します。JSON パラメータを作成して、削除するセキュリティグループの名前を指定します。次
に、DeleteSecurityGroupCommand メソッドを呼び出します。

Note
SECURITYGROUP_ID をセキュリティグループ ID に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteSecurityGroupCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
// Set the parameters
const params = { GroupId: "SECURITY_GROUP_ID" }; //SECURITY_GROUP_ID
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(new DeleteSecurityGroupCommand(params));
console.log("Security Group Deleted");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_deletesecuritygroup.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

Amazon EC2 でElastic IP アドレスを使用

この Node.js コード例は以下を示しています。
• Elastic IP アドレスの説明を取得する方法。
• Elastic IP アドレスを割り当てるおよび解放する方法。
• Elastic IP アドレスを Amazon EC2 インスタンスに関連付ける方法。

シナリオ
Elastic IP アドレスは、動的なクラウドコンピューティングのために設計された静的 IP アドレスで
す。Elastic IP アドレスは、AWS アカウントに関連付けられます。これは、インターネットから着信可能
なパブリック IP アドレスです。インスタンスにパブリック IP アドレスがない場合は、Elastic IP アドレス
をインスタンスに関連付けて、インターネットとの通信を有効にできます。
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この例では、一連の Node.js モジュールを使用して、Elastic IP アドレスを含むいくつかの Amazon
EC2 オペレーションを実行します。Node.js モジュールは SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript
Amazon EC2 クライアントクラスのこれらのメソッドで Elastic IP アドレスを管理するには:
• DescribeAddressesCommand
• AllocateAddressCommand
• AssociateAddressCommand
• ReleaseAddressCommand
Amazon EC2 での Elastic IP アドレスの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イドの Elastic IP アドレスまたは Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Elastic IP アド
レスを参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• Amazon EC2 インスタンスを作成します。Amazon EC2 インスタンスの作成の詳細については、Linux
インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドのAmazon EC2 インスタンスまたは Windows インスタ
ンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドのAmazon EC2 インスタンスを参照してください。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用します。これには Node.js バージョン13.x以降が必要
です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

Elastic IP アドレスの説明
ec2_describeaddresses.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよ
うに SDK を必ず設定します。パラメータとして渡す JSON オブジェクトを作成して、VPC のアドレ
スから返されるアドレスをフィルタリングします。すべての Elastic IP アドレスの説明を取得するに
は、パラメータの JSON からフィルターを省略します。次に、Amazon EC2 サービスオブジェクトの
DescribeAddressesCommand メソッドを呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeAddressesCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
// Set the parameters
const params = {
Filters: [{ Name: "domain", Values: ["vpc"] }],
};
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(new DescribeAddressesCommand(params));
console.log(JSON.stringify(data.Addresses));
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
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};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_describeaddresses.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

Amazon EC2 インスタンスをElastic IP アドレスに割り当て、関
連付ける
ec2_allocateaddress.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に SDK を必ず設定します。Amazon EC2 にアクセスするには、EC2 クライアントサービスオブジェ
クトを作成します。Elastic IP アドレスの割り当てに使用されるパラメータ用の JSON オブジェクトを
作成します。この場合、Domain は VPC であると指定します。Amazon EC2 サービスオブジェクトの
AllocateAddressCommand メソッドを呼び出します。
呼び出しが成功すると、コールバック関数の data パラメータには、割り当てられた Elastic IP アドレス
を識別する AllocationId プロパティがあります。
新しく割り当てられたアドレスからの AllocationId および Amazon EC2 インスタンスの
InstanceId を含む、Elastic IP アドレスを Amazon EC2 インスタンスに関連付けるために使用さ
れるパラメータの JSON オブジェクトを作成します。次に、Amazon EC2 サービスオブジェクトの
AssociateAddressesCommand メソッドを呼び出します。

Note
INSTANCE_ID（インスタンスID)を「Amazon EC2」インスタンスのIDに置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
AllocateAddressCommand,
AssociateAddressCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
// Set the parameters
const paramsAllocateAddress = { Domain: "vpc" };
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(
new AllocateAddressCommand(paramsAllocateAddress)
);
console.log("Address allocated:", data.AllocationId);
return data;
var paramsAssociateAddress = {
AllocationId: data.AllocationId,
InstanceId: "INSTANCE_ID", //INSTANCE_ID
};
} catch (err) {
console.log("Address Not Allocated", err);
}
try {
const results = await ec2Client.send(
new AssociateAddressCommand(paramsAssociateAddress)
);
console.log("Address associated:", results.AssociationId);
return results;
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} catch (err) {
console.log("Address Not Associated", err);
}

};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_allocateaddress.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

Elastic IP アドレスの解放
ec2_releaseaddress.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認しま
す。Amazon EC2 にアクセスするには、EC2 クライアントサービスオブジェクトを作成します。Elastic IP
アドレスの解放に使用されるパラメータの JSON オブジェクトを作成します。この場合は、Elastic IP ア
ドレスの AllocationId を指定します。Elastic IP アドレスを解放すると、Amazon EC2 インスタンスか
ら関連付けが解除されます。Amazon EC2 サービスオブジェクトの ReleaseAddressCommand メソッド
を呼び出します。

Note
ALLOCATION_IDをElastic IP アドレスの割り当て ID に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ReleaseAddressCommand } from "@aws-sdk/client-ec2";
import { ec2Client } from "./libs/ec2Client";
// Set the parameters
const paramsReleaseAddress = { AllocationId: "ALLOCATION_ID" }; //ALLOCATION_ID
const run = async () => {
try {
const data = await ec2Client.send(new ReleaseAddressCommand(paramsReleaseAddress));
console.log("Address released");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_releaseaddress.js

このサンプルコードは、[here on GEREここここ GitHub。

AWS Elemental E MediaConvert 例
AWS Elemental E MediaConvert は、ブロードキャストグレードの機能を備えたファイルベースの動画
変換サービスです。このサービスでは、放送用のアセットを作成できます video-on-demand インター
ネット経由でのVOD（VOD）配信。詳細については、「」を参照してください。AWS Elemental E
MediaConvert ユーザーガイド。
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- JavaScript API for MediaConvert を通して露出していますMediaConvertクライアントクラス。詳細につ
いては、次を参照してください。クラス: MediaConvertAPI リファレンスを参照してください。
トピック
• のリージョン固有のエンドポイントを取得 MediaConvert (p. 127)
• でのコード変換ジョブの作成と管理 MediaConvert (p. 128)
• ROLE HERE MediaConvert (p. 135)

のリージョン固有のエンドポイントを取得
MediaConvert

この Node.js コード例は以下を示しています。
• からリージョン固有のエンドポイントを取得する方法 MediaConvert。

シナリオ
この例では、Node.js モジュールを使用してを呼び出し、 MediaConvert そして、リージョン固有のエンド
ポイントを取得します。エンドポイント URL はサービスのデフォルトエンドポイントから取得できるた
め、リージョン固有のエンドポイントはまだ必要ありません。このコードでは SDK を以下の目的で使用し
ます。 JavaScript のこのメソッドを使用してこのエンドポイントを取得するには MediaConvert クライア
ントクラス:
• DescribeEndpointsCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例を挙げて、必要なものを
インストールしますAWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従っ
て、 GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• 付与する IAM ロールを作成する IAM ロールを作成する MediaConvert 入力ファイルと、出力ファイルが
保存されている Amazon S3 バケットへのアクセス。詳細については、「」を参照してください。IAM
許可をセットアップするのAWS Elemental E MediaConvert ユーザーガイド。

Important
この例では、ECMAScript6 (ES6) を使用しています。これには Node.js バージョン13.x以降が必
要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
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ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

エンドポイント URL を取得
libsディレクトリを作成し、ファイル名emcClientGet.js Node.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、それに以下のコードをコピーし、ペーストして MediaConvert クライアントオブ
ジェクト。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。
import { MediaConvertClient } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the MediaConvert Service Object
const emcClientGet = new MediaConvertClient({region: REGION});
export { emcClientGet };

このサンプルコードは、ここ: GitHub。
emc_getendpoint.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、必要
なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。
」の空のリクエストパラメータを渡すためのオブジェクトを作成しますDescribeEndpointsCommandの
方法 MediaConvert クライアントクラス。次に、DescribeEndpointsCommand メソッドを呼び出しま
す。
// Import required AWS-SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeEndpointsCommand } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
import { emcClientGet } from "./libs/emcClientGet.js";
//set the parameters.
const params = { MaxResults: 0 };
const run = async () => {
try {
// Create a new service object and set MediaConvert to customer endpoint
const data = await emcClientGet.send(new DescribeEndpointsCommand(params));
console.log("Your MediaConvert endpoint is ", data.Endpoints);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node emc_getendpoint.js

このサンプルコードは、ここ: GitHub。

でのコード変換ジョブの作成と管理 MediaConvert
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この Node.js コード例は以下を示しています。
• で使用するリージョン固有のエンドポイントを指定する方法 MediaConvert。
• でコード変換ジョブを作成する方法 MediaConvert。
• コード変換ジョブをキャンセルする方法。
• 完了したコード変換ジョブの JSON を取得する方法。
• 最近作成されたジョブの最大 20 個の JSON 配列を取得する方法。

シナリオ
この例では、Node.js モジュールを使用してを呼び出し、 MediaConvert トランスコーディングジョブの作
成と管理を行います。このコードでは SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript それに以下の方法を
使用してこれを取得します MediaConvert クライアントクラス:
• CreateJobCommand
• CancelJobCommand
• GetJobCommand
• ListJobsCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例を挙げて、必要なものを
インストールしますAWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従っ
て、 GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• ジョブの入力ファイル用および出力ファイル用のストレージを提供する Amazon S3 バケットを作成し
て設定します。詳細については、「」を参照してください。ファイルのストレージを作成するのAWS
Elemental E MediaConvert ユーザーガイド。
• 入力動画を、入力ストレージ用にプロビジョニングした Amazon S3 バケットにアップロードします。
サポートされている入力コーデックおよびコンテナの一覧については、サポートされる入力コーデック
およびコンテナのAWS Elemental E MediaConvert ユーザーガイド。
• 付与する IAM ロールを作成する IAM ロールを作成する MediaConvert 入力ファイルと、出力ファイルが
保存されている Amazon S3 バケットへのアクセス。詳細については、「」を参照してください。IAM
許可をセットアップするのAWS Elemental E MediaConvert ユーザーガイド。

Important
この例では、ECMAScript6 (ES6) を使用しています。これには Node.js バージョン13.x以降が必
要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

SDK の設定
前述のように、必要なクライアントとパッケージのダウンロードを含め、SDKを設定しま
す。なぜなら MediaConvert では、アカウントごとにカスタムエンドポイントを使用しま
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す。MediaConvertリージョン固有のエンドポイントを使用するためのクライアントクラス。これを行う
には、mediaconvert(endpoint) で endpoint パラメータを設定します。
// Import required AWS-SDK clients and commands for Node.js
import { CreateJobCommand } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
import { emcClient } from "./libs/emcClient.js";

シンプルなコード変換ジョブの定義
libsディレクトリを作成し、ファイル名emcClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、それに以下のコードをコピーし、ペーストして MediaConvert クライアントオブ
ジェクト。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。置換#######側: MediaConvert アカウントエ
ンドポイント。アカウントページで. MediaConvert console.
import { MediaConvertClient } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
// Set the account end point.
const ENDPOINT = {
endpoint: "https://ENDPOINT_UNIQUE_STRING.mediaconvert.REGION.amazonaws.com",
};
// Set the MediaConvert Service Object
const emcClient = new MediaConvertClient(ENDPOINT);
export { emcClient };

このサンプルコードは、ここ: GitHub。
emc_createjob.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、必要な
クライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。コード変換
ジョブのパラメータを定義する JSON を作成します。
これらは非常に詳細なパラメータです。「」を使用できますAWS Elemental E MediaConvertコンソー
ルJSON ジョブのパラメータを生成します。そのために、コンソールでジョブ設定を選択し、ジョブ
HERE[OLE HEREJobセクションに追加します。次の例は、シンプルなジョブの JSON を示しています。

Note
置換JOB_QUEUE_ARNと MediaConvert ジョブキュー、IAM_ROLE_ARNIAM ロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を使用して、OUTPUT_BUCKET_NAME宛先のバケット名 (たとえば、」s3://
OUTPUT_BUCKET_NAME/「)」とINPUT_BUCKET_AND_FILENAME入力バケットとファイル名
(たとえば、"s3://INPUT_BUCKET/FILE_NAME」) を使用します。
const params = {
Queue: "JOB_QUEUE_ARN", //JOB_QUEUE_ARN
UserMetadata: {
Customer: "Amazon",
},
Role: "IAM_ROLE_ARN", //IAM_ROLE_ARN
Settings: {
OutputGroups: [
{
Name: "File Group",
OutputGroupSettings: {
Type: "FILE_GROUP_SETTINGS",
FileGroupSettings: {
Destination: "OUTPUT_BUCKET_NAME", //OUTPUT_BUCKET_NAME, e.g., "s3://
BUCKET_NAME/"
},
},
Outputs: [
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{

VideoDescription: {
ScalingBehavior: "DEFAULT",
TimecodeInsertion: "DISABLED",
AntiAlias: "ENABLED",
Sharpness: 50,
CodecSettings: {
Codec: "H_264",
H264Settings: {
InterlaceMode: "PROGRESSIVE",
NumberReferenceFrames: 3,
Syntax: "DEFAULT",
Softness: 0,
GopClosedCadence: 1,
GopSize: 90,
Slices: 1,
GopBReference: "DISABLED",
SlowPal: "DISABLED",
SpatialAdaptiveQuantization: "ENABLED",
TemporalAdaptiveQuantization: "ENABLED",
FlickerAdaptiveQuantization: "DISABLED",
EntropyEncoding: "CABAC",
Bitrate: 5000000,
FramerateControl: "SPECIFIED",
RateControlMode: "CBR",
CodecProfile: "MAIN",
Telecine: "NONE",
MinIInterval: 0,
AdaptiveQuantization: "HIGH",
CodecLevel: "AUTO",
FieldEncoding: "PAFF",
SceneChangeDetect: "ENABLED",
QualityTuningLevel: "SINGLE_PASS",
FramerateConversionAlgorithm: "DUPLICATE_DROP",
UnregisteredSeiTimecode: "DISABLED",
GopSizeUnits: "FRAMES",
ParControl: "SPECIFIED",
NumberBFramesBetweenReferenceFrames: 2,
RepeatPps: "DISABLED",
FramerateNumerator: 30,
FramerateDenominator: 1,
ParNumerator: 1,
ParDenominator: 1,
},
},
AfdSignaling: "NONE",
DropFrameTimecode: "ENABLED",
RespondToAfd: "NONE",
ColorMetadata: "INSERT",
},
AudioDescriptions: [
{
AudioTypeControl: "FOLLOW_INPUT",
CodecSettings: {
Codec: "AAC",
AacSettings: {
AudioDescriptionBroadcasterMix: "NORMAL",
RateControlMode: "CBR",
CodecProfile: "LC",
CodingMode: "CODING_MODE_2_0",
RawFormat: "NONE",
SampleRate: 48000,
Specification: "MPEG4",
Bitrate: 64000,
},
},
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LanguageCodeControl: "FOLLOW_INPUT",
AudioSourceName: "Audio Selector 1",

},
],
ContainerSettings: {
Container: "MP4",
Mp4Settings: {
CslgAtom: "INCLUDE",
FreeSpaceBox: "EXCLUDE",
MoovPlacement: "PROGRESSIVE_DOWNLOAD",
},
},
NameModifier: "_1",

},
],

},
],
AdAvailOffset: 0,
Inputs: [
{
AudioSelectors: {
"Audio Selector 1": {
Offset: 0,
DefaultSelection: "NOT_DEFAULT",
ProgramSelection: 1,
SelectorType: "TRACK",
Tracks: [1],
},
},
VideoSelector: {
ColorSpace: "FOLLOW",
},
FilterEnable: "AUTO",
PsiControl: "USE_PSI",
FilterStrength: 0,
DeblockFilter: "DISABLED",
DenoiseFilter: "DISABLED",
TimecodeSource: "EMBEDDED",
FileInput: "INPUT_BUCKET_AND_FILENAME", //INPUT_BUCKET_AND_FILENAME, e.g., "s3://
BUCKET_NAME/FILE_NAME"
},
],
TimecodeConfig: {
Source: "EMBEDDED",
},
},
};

コード変換ジョブの作成
ジョブパラメータJSONを作成した後、非同期runメソッドを呼び出してMediaConvertクライアント
サービスオブジェクトを呼び出し、パラメータを渡します。作成されたジョブの ID がレスポンスの data
で返されます。
const run = async () => {
try {
const data = await emcClient.send(new CreateJobCommand(params));
console.log("Job created!", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
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run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node emc_createjob.js

このサンプルコードは、ここ: GitHub。

コード変換ジョブのキャンセル
libsディレクトリを作成し、ファイル名emcClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、それに以下のコードをコピーし、ペーストして MediaConvert クライアントオブ
ジェクト。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。置換#######側: MediaConvert アカウントエ
ンドポイント。アカウントページで. MediaConvert console.
import { MediaConvertClient } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
// Set the account end point.
const ENDPOINT = {
endpoint: "https://ENDPOINT_UNIQUE_STRING.mediaconvert.REGION.amazonaws.com",
};
// Set the MediaConvert Service Object
const emcClient = new MediaConvertClient(ENDPOINT);
export { emcClient };

このサンプルコードは、ここ: GitHub。
emc_canceljob.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクラ
イアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。キャンセル
するジョブの ID を含む JSON を作成します。次に、MediaConvertクライアントサービスオブジェク
トを呼び出すための promise を作成してCancelJobCommandメソッドを呼び出し、パラメータを渡しま
す。promise コールバックのレスポンスを処理します。

Note
JOB_IDをキャンセルするジョブのID に置き換えます。
// Import required AWS-SDK clients and commands for Node.js
import { CancelJobCommand } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
import { emcClient } from "./libs/emcClient.js";
// Set the parameters
const params = { Id: "JOB_ID" }; //JOB_ID
const run = async () => {
try {
const data = await emcClient.send(new CancelJobCommand(params));
console.log("Job " + params.Id + " is canceled");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ec2_canceljob.js
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このサンプルコードは、ここ: GitHub。

最新のコード変換ジョブの一覧表示
libsディレクトリを作成し、ファイル名emcClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、それに以下のコードをコピーし、ペーストして MediaConvert クライアントオブ
ジェクト。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。置換#######側: MediaConvert アカウントエ
ンドポイント。アカウントページで. MediaConvert console.
import { MediaConvertClient } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
// Set the account end point.
const ENDPOINT = {
endpoint: "https://ENDPOINT_UNIQUE_STRING.mediaconvert.REGION.amazonaws.com",
};
// Set the MediaConvert Service Object
const emcClient = new MediaConvertClient(ENDPOINT);
export { emcClient };

このサンプルコードは、ここ: GitHub。
emc_listjobs.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、必要なク
ライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。
リストをASCENDINGまたはDESCENDINGの順序で並べ替えるかどうかを指定する値、チェックするジョブ
キューのAmazonリソース名（ARN）、および含めるジョブのステータスを含むパラメーターJSONを作
成します。次に、MediaConvertクライアントサービスオブジェクトを呼び出すための promise を作成し
てListJobsCommandメソッドを呼び出し、パラメータを渡します。

Note
QUEUE_ARN をチェックするジョブキューの Amazon リソースネーム (ARN) に、[STATUS]（状
態）をキューのステータスに置き換えます。

// Import required AWS-SDK clients and commands for Node.js
import { ListJobsCommand } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
import { emcClient } from
"./libs/emcClient.js";
// Set the parameters
const params = {
MaxResults: 10,
Order: "ASCENDING",
Queue: "QUEUE_ARN",
Status: "SUBMITTED" // e.g., "SUBMITTED"
};
const run = async () => {
try {
const data = await emcClient.send(new ListJobsCommand(params));
console.log("Success. Jobs: ", data.Jobs);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node emc_listjobs.js
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このサンプルコードは、ここ: GitHub。

ROLE HERE MediaConvert

この Node.js コード例は以下を示しています。
• AWS Elemental 作成方法 MediaConvert ジョブテンプレート.
• コード変換ジョブを作成するためのジョブテンプレートを使用する方法。
• すべてのジョブテンプレートを一覧表示する方法。
• ジョブテンプレートを作成する方法。

シナリオ
でコード変換ジョブを作成するために必要な JSON MediaConvert は、詳細で、多数の設定が含まれて
います。後続のジョブを作成するために使用できるジョブテンプレートに既知の正常な設定を保存する
ことで、ジョブ作成を大幅に簡素化できます。この例では、Node.js モジュールを使用してを呼び出し、
MediaConvert ジョブテンプレートを作成、使用、および管理します。このコードでは SDK を以下の目的
で使用します。 JavaScript それに以下の方法を使用してこれを取得します MediaConvertクライアントク
ラス:
• CreateJobTemplateCommand
• CreateJobCommand
• DeleteJobTemplateCommand
• ListJobTemplatesCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例を挙げて、必要なものを
インストールしますAWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従っ
て、 GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• 付与する IAM ロールを作成する IAM ロールを作成する MediaConvert に入力ファイルおよび出力ファイ
ルが保存されている Amazon S3 バケットへのアクセス権を付与します。詳細については、「」を参照
してください。IAM 許可をセットアップするのAWS Elemental E MediaConvert ユーザーガイド。

Important
これらの例では ECMAScript6 (ES6) を使用します。これには Node.js バージョン13.x以降が必要
です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
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ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

ジョブテンプレートの作成
libsディレクトリを作成し、ファイル名emcClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、それに以下のコードをコピーし、ペーストして MediaConvert クライアントオブ
ジェクト。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。置換#######側: MediaConvert アカウントエ
ンドポイント。アカウントページで. MediaConvert console.
import { MediaConvertClient } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
// Set the account end point.
const ENDPOINT = {
endpoint: "https://ENDPOINT_UNIQUE_STRING.mediaconvert.REGION.amazonaws.com",
};
// Set the MediaConvert Service Object
const emcClient = new MediaConvertClient(ENDPOINT);
export { emcClient };

このサンプルコードは、ここ: GitHub。
emc_create_jobtemplate.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。
テンプレート作成用の JSON パラメータを指定します。以前の成功したジョブの JSON パラメータの大部
分を使用して、テンプレートの Settings 値を指定できます。この例では、でのコード変換ジョブの作成
と管理 MediaConvert (p. 128) のジョブ設定を使用します。
次に、MediaConvertクライアントサービスオブジェクトを呼び出すための promise を作成し
てCreateJobTemplateCommandメソッドを呼び出し、パラメータを渡します。

Note
JOB_QUEUE_ARN をチェックするジョブキューの Amazon リソースネーム (ARN)
に、BUCKET_NAME を宛先 Amazon S3 バケットの名前に置き換えます。たとえば、「s3: //
BUCKET_NAME/」。
// Import required AWS-SDK clients and commands for Node.js
import { CreateJobTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
import { emcClient } from "./libs/emcClient.js";
const params = {
Category: "YouTube Jobs",
Description: "Final production transcode",
Name: "DemoTemplate",
Queue: "JOB_QUEUE_ARN", //JOB_QUEUE_ARN
Settings: {
OutputGroups: [
{
Name: "File Group",
OutputGroupSettings: {
Type: "FILE_GROUP_SETTINGS",
FileGroupSettings: {
Destination: "BUCKET_NAME", // BUCKET_NAME e.g., "s3://BUCKET_NAME/"
},
},
Outputs: [
{
VideoDescription: {
ScalingBehavior: "DEFAULT",
TimecodeInsertion: "DISABLED",
AntiAlias: "ENABLED",
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Sharpness: 50,
CodecSettings: {
Codec: "H_264",
H264Settings: {
InterlaceMode: "PROGRESSIVE",
NumberReferenceFrames: 3,
Syntax: "DEFAULT",
Softness: 0,
GopClosedCadence: 1,
GopSize: 90,
Slices: 1,
GopBReference: "DISABLED",
SlowPal: "DISABLED",
SpatialAdaptiveQuantization: "ENABLED",
TemporalAdaptiveQuantization: "ENABLED",
FlickerAdaptiveQuantization: "DISABLED",
EntropyEncoding: "CABAC",
Bitrate: 5000000,
FramerateControl: "SPECIFIED",
RateControlMode: "CBR",
CodecProfile: "MAIN",
Telecine: "NONE",
MinIInterval: 0,
AdaptiveQuantization: "HIGH",
CodecLevel: "AUTO",
FieldEncoding: "PAFF",
SceneChangeDetect: "ENABLED",
QualityTuningLevel: "SINGLE_PASS",
FramerateConversionAlgorithm: "DUPLICATE_DROP",
UnregisteredSeiTimecode: "DISABLED",
GopSizeUnits: "FRAMES",
ParControl: "SPECIFIED",
NumberBFramesBetweenReferenceFrames: 2,
RepeatPps: "DISABLED",
FramerateNumerator: 30,
FramerateDenominator: 1,
ParNumerator: 1,
ParDenominator: 1,
},
},
AfdSignaling: "NONE",
DropFrameTimecode: "ENABLED",
RespondToAfd: "NONE",
ColorMetadata: "INSERT",
},
AudioDescriptions: [
{
AudioTypeControl: "FOLLOW_INPUT",
CodecSettings: {
Codec: "AAC",
AacSettings: {
AudioDescriptionBroadcasterMix: "NORMAL",
RateControlMode: "CBR",
CodecProfile: "LC",
CodingMode: "CODING_MODE_2_0",
RawFormat: "NONE",
SampleRate: 48000,
Specification: "MPEG4",
Bitrate: 64000,
},
},
LanguageCodeControl: "FOLLOW_INPUT",
AudioSourceName: "Audio Selector 1",
},
],
ContainerSettings: {
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Container: "MP4",
Mp4Settings: {
CslgAtom: "INCLUDE",
FreeSpaceBox: "EXCLUDE",
MoovPlacement: "PROGRESSIVE_DOWNLOAD",
},
},
NameModifier: "_1",

},
],

},
],
AdAvailOffset: 0,
Inputs: [
{
AudioSelectors: {
"Audio Selector 1": {
Offset: 0,
DefaultSelection: "NOT_DEFAULT",
ProgramSelection: 1,
SelectorType: "TRACK",
Tracks: [1],
},
},
VideoSelector: {
ColorSpace: "FOLLOW",
},
FilterEnable: "AUTO",
PsiControl: "USE_PSI",
FilterStrength: 0,
DeblockFilter: "DISABLED",
DenoiseFilter: "DISABLED",
TimecodeSource: "EMBEDDED",
},
],
TimecodeConfig: {
Source: "EMBEDDED",
},

},

};

const run = async () => {
try {
// Create a promise on a MediaConvert object
const data = await emcClient.send(new CreateJobTemplateCommand(params));
console.log("Success!", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node emc_create_jobtemplate.js

このサンプルコードは、ここ: GitHub。

ジョブテンプレートからコード変換ジョブを作成します
libsディレクトリを作成し、ファイル名emcClient.js Node.js モジュールを作成します。それに以下の
コードをコピーし、それに以下のコードをコピーし、ペーストして MediaConvert クライアントオブジェ
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クト。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。置換#######側: MediaConvert アカウントエンド
ポイント。アカウントページで. MediaConvert console.
import { MediaConvertClient } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
// Set the account end point.
const ENDPOINT = {
endpoint: "https://ENDPOINT_UNIQUE_STRING.mediaconvert.REGION.amazonaws.com",
};
// Set the MediaConvert Service Object
const emcClient = new MediaConvertClient(ENDPOINT);
export { emcClient };

このサンプルコードは、ここ: GitHub。
emc_template_createjob.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。
使用するジョブテンプレートの名前、使用する Settings など、作成するジョブに固有のジョブ作成パラ
メータ JSON を作成します。次に、CreateJobsCommandクライアントサービスオブジェクトを呼び出す
ための promise を作成してMediaConvertメソッドを呼び出し、パラメータを渡します。

Note
JOB_QUEUE_ARNをチェックするジョブキューの Amazon リソースネーム (ARN)
に、KEY_PAIR_NAMEを、TEMPLATE_NAMEを、ROLE_ARNをロールのAmazonリソース名
（ARN）に、そしてINPUT_BUCKET_AND_FILENAMEを入力バケットとファイル名に - たとえ
ば、「s3：// BUCKET_NAME / FILE_NAME」、に置き換えます。
// Import required AWS-SDK clients and commands for Node.js
import { CreateJobCommand } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
import { emcClient } from "./libs/emcClient.js";
const params = {
Queue: "QUEUE_ARN", //QUEUE_ARN
JobTemplate: "TEMPLATE_NAME", //TEMPLATE_NAME
Role: "ROLE_ARN", //ROLE_ARN
Settings: {
Inputs: [
{
AudioSelectors: {
"Audio Selector 1": {
Offset: 0,
DefaultSelection: "NOT_DEFAULT",
ProgramSelection: 1,
SelectorType: "TRACK",
Tracks: [1],
},
},
VideoSelector: {
ColorSpace: "FOLLOW",
},
FilterEnable: "AUTO",
PsiControl: "USE_PSI",
FilterStrength: 0,
DeblockFilter: "DISABLED",
DenoiseFilter: "DISABLED",
TimecodeSource: "EMBEDDED",
FileInput: "INPUT_BUCKET_AND_FILENAME", //INPUT_BUCKET_AND_FILENAME, e.g., "s3://
BUCKET_NAME/FILE_NAME"
},
],
},
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};
const run = async () => {
try {
const data = await emcClient.send(new CreateJobCommand(params));
console.log("Success! ", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node emc_template_createjob.js

このサンプルコードは、ここ: GitHub。

ジョブテンプレートの一覧表化
libsディレクトリを作成し、ファイル名emcClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、それに以下のコードをコピーし、ペーストして MediaConvert クライアントオブ
ジェクト。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。置換#######側: MediaConvert アカウントエ
ンドポイント。アカウントページで. MediaConvert console.
import { MediaConvertClient } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
// Set the account end point.
const ENDPOINT = {
endpoint: "https://ENDPOINT_UNIQUE_STRING.mediaconvert.REGION.amazonaws.com",
};
// Set the MediaConvert Service Object
const emcClient = new MediaConvertClient(ENDPOINT);
export { emcClient };

このサンプルコードは、ここ: GitHub。
emc_listtemplates.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、必
要なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。
MediaConvert クライアントクラスの listTemplates メソッドで空のリクエストパラメータを渡す
ためのオブジェクトを作成します。一覧表示するテンプレート (NAME、CREATION DATE、SYSTEM)、一
覧表示するテンプレートの数、およびそれらのソート順を決定するための値を含めます。はを呼び出し
ますListTemplatesCommandメソッドで、呼び出すための promise を作成 MediaConvertクライアント
サービスオブジェクト、パラメータを渡します。

// Import required AWS-SDK clients and commands for Node.js
import { ListJobTemplatesCommand } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
import { emcClient } from "./libs/emcClient.js";
const params = {
ListBy: "NAME",
MaxResults: 10,
Order: "ASCENDING",
};
const run = async () => {
try {
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const data = await emcClient.send(new ListJobTemplatesCommand(params));
console.log("Success ", data.JobTemplates);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node emc_listtemplates.js

このサンプルコードは、ここ: GitHub。

ジョブテンプレートの削除
libsディレクトリを作成し、ファイル名emcClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、それに以下のコードをコピーし、ペーストして MediaConvert クライアントオブ
ジェクト。REGION（地域）を、AWS地域に置き換えます。置換#######側: MediaConvert アカウントエ
ンドポイント。アカウントページで. MediaConvert console.
import { MediaConvertClient } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
// Set the account end point.
const ENDPOINT = {
endpoint: "https://ENDPOINT_UNIQUE_STRING.mediaconvert.REGION.amazonaws.com",
};
// Set the MediaConvert Service Object
const emcClient = new MediaConvertClient(ENDPOINT);
export { emcClient };

このサンプルコードは、ここ: GitHub。
emc_deletetemplate.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように、必
要なクライアントとパッケージをインストールに含め、SDK が設定されていることを確認します。
削除するジョブテンプレートの名前を MediaConvert クライアントクラスの
DeleteJobTemplateCommand メソッドのパラメータとして渡すオブジェクトを作成します。はを呼び
出しますDeleteJobTemplateCommandメソッドで、呼び出すための promise を作成 MediaConvert クラ
イアントサービスオブジェクト、パラメータを渡します。
// Import required AWS-SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteJobTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-mediaconvert";
import { emcClient } from "./libs/emcClient.js";
// Set the parameters
const params = { Name: "test" }; //TEMPLATE_NAME
const run = async () => {
try {
const data = await emcClient.send(new DeleteJobTemplateCommand(params));
console.log(
"Success, template deleted! Request ID:",
data.$metadata.requestId
);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
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};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node emc_deletetemplate.js

このサンプルコードは、ここ: GitHub。

Amazon S3 Glacier の例
Amazon S3 Glacier は、データのアーカイブと長期バックアップ用の安全なクラウドストレージサービス
です。このサービスは、アクセスが頻繁ではなく、取得に数時間かかっても問題がないデータ向けに最適
化されています。

JavaScript API for Amazon S3 Glacier は Glacier クライアントクラスを通じて公開されます。S3 Glacier
クライアントクラスの使用に関する詳細は、「」を参照してください。クラス: 氷河API リファレンスで。
トピック
• S3 Glacier ボールトの作成 (p. 142)
• S3 Glacier へのアーカイブのアップロード (p. 144)

S3 Glacier ボールトの作成

この Node.js コード例は以下を示しています。
• Amazon S3 Glacier サービスオブジェクトの CreateVaultCommand メソッドを使用してボールトを作
成する方法。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なものをインストー
ルします。AWS SDK for JavaScriptサードパーティーモジュールです。「」の指示に従って、GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
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Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアント・サービス・オブジェクトおよびコ
マンドをインポート/エクスポートする方法を示します。
• これには Node.js バージョン 13.x 以上が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロード
してインストールするには、「」を参照してください。Node.js ダウンロードします。。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「」を参照してください。JavaScript ES6/CommonJS 構
文 (p. 58)。

ボールトの作成
の作成libsディレクトリを選択し、というファイル名で Node.js モジュールを作成しま
す。glacierClient.js。以下のコードをコピーして、S3 Glacier クライアントオブジェクトを作成しま
す。置換##あなたとAWSリージョン。
import { GlacierClient } from "@aws-sdk/client-glacier";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create Glacier service object.
const glacierClient = new GlacierClient({ region: REGION });
export { glacierClient };

このサンプルコードについては、GitHub。
createVault.js というファイル名で Node.js モジュールを作成します。以下のコードをコピーして貼
り付けます。

Note
置換VAULT_NAMES3 Glacier ボールトの名前で。
// Load the SDK for JavaScript
import { CreateVaultCommand } from "@aws-sdk/client-glacier";
import { glacierClient } from "./libs/glacierClient.js";
// Set the parameters
const vaultname = "VAULT_NAME"; // VAULT_NAME
const params = { vaultName: vaultname };
const run = async () => {
try {
const data = await glacierClient.send(new CreateVaultCommand(params));
console.log("Success, vault created!");
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error");
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下のように入力します。
node createVault.js

このサンプルコードについては、GitHub。
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S3 Glacier へのアーカイブのアップロード

この Node.js コード例は以下を示しています。
• S3 Glacier サービスオブジェクトの uploadArchiveメソッドを使用して、Amazon S3 Glacier にアー
カイブをアップロードする方法。
次の例では、S3 Glacier サービスオブジェクトの UploadArchiveCommand メソッドを使用して、1 つの
Buffer オブジェクトをアーカイブ全体としてアップロードします。
この例は、VAULT_NAME という名前のボールトを既に作成していることを前提としています。SDK は木型
ハッシュを自動的に計算しますchecksumただし、アップロードされるデータの場合は、独自のチェック
サムパラメータを渡すことでこれを上書きできます。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なものをインストー
ルします。AWS SDK for JavaScriptサードパーティーモジュールです。「」の指示に従って、GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアント・サービス・オブジェクトおよびコ
マンドをインポート/エクスポートする方法を示します。
• これには Node.js バージョン 13.x 以上が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロード
してインストールするには、「」を参照してください。Node.js ダウンロードします。。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「」を参照してください。JavaScript ES6/CommonJS 構
文 (p. 58)。

アーカイブのアップロード
の作成libsディレクトリを選択し、というファイル名で Node.js モジュールを作成しま
す。glacierClient.js。以下のコードをコピーして、S3 Glacier クライアントオブジェクトを作成しま
す。置換##あなたとAWSリージョン。
import { GlacierClient } from "@aws-sdk/client-glacier";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create Glacier service object.
const glacierClient = new GlacierClient({ region: REGION });
export { glacierClient };

このサンプルコードについては、GitHub。
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uploadArchive.js というファイル名で Node.js モジュールを作成します。以下のコードをコピーして
貼り付けます。

Note
置換VAULT_NAMES3 Glacier ボールトの名前で。
// Load the SDK for JavaScript
import { UploadArchiveCommand } from "@aws-sdk/client-glacier";
import { glacierClient } from "./libs/glacierClient.js";
// Set the parameters
const vaultname = "VAULT_NAME"; // VAULT_NAME
// Create a new service object and buffer
const buffer = new Buffer.alloc(2.5 * 1024 * 1024); // 2.5MB buffer
const params = { vaultName: vaultname, body: buffer };
const run = async () => {
try {
const data = await glacierClient.send(new UploadArchiveCommand(params));
console.log("Archive ID", data.archiveId);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error uploading archive!", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下のように入力します。
node uploadArchive.js

このサンプルコードについては、GitHub。

AWS Identity and Access Management の例
AWS Identity and Access Management（IAM）は、Amazon Web Services（AWS）のお客様がAWSの
ユーザーとユーザー権限を管理できるようにするWebサービスです。このサービスは、複数のユーザー
またはシステムがクラウドで AWS 製品を使用する組織を対象としています。IAM を使用すると、ユー
ザー、セキュリティ認証情報 (アクセスキーなど)、およびユーザーがアクセスできる AWS リソースを制
御する許可を集中管理できます。

- JavaScript IAM の API はIAMクライアントクラス。IAM クライアントクラスの使用の詳細については、
「」を参照してください。クラス: IAMAPI リファレンスの「API リファレンス
トピック
•
•
•
•

IAM ユーザーの管理 (p. 146)
IAMポリシーの操作 (p. 150)
IAM アクセスキーの管理 (p. 156)
IAMサーバー証明書の操作 (p. 161)
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• IAM アカウントエイリアスの管理 (p. 165)

IAM ユーザーの管理

この Node.js コード例は以下を示しています。
• IAM ユーザーのリストを取得する方法。
• ユーザーを作成および削除する方法。
• ユーザー名を更新する方法。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して IAM のユーザーを作成および管理します。Node.js モ
ジュールは SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript これらのメソッドを使用してユーザーの作成、
削除、および更新を行うにはIAMクライアントクラス
• CreateUserCommand
• ListUsersCommand
• UpdateUserCommand
• GetUserCommand
• DeleteUserCommand
IAM ユーザーについての詳細は、IAM User Guide(IAM ユーザーガイド)の IAM users(IAM ユーザー)を参照
してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例例を挙げて、必要なもの
をインストールしますAWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従
います。GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。
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ユーザーの作成
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_createuser.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクラ
イアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。必要なパラ
メータを含む JSON オブジェクトを作成します。これは、新しいユーザーでコマンドラインパラメータと
して使用するユーザー名で構成されています。
IAMクライアントサービスオブジェクトのGetUserCommandメソッドを呼び出して、ユーザー名が既に存
在しているかどうかを確認します。ユーザー名が存在しない場合は、CreateUserCommand メソッドを呼
び出して作成します。名前が既に存在している場合は、そのことを示すメッセージをコンソールに書き込
みます。

Note
USER_NAMEを（ユーザー名）を作成するユーザの名前に置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetUserCommand, CreateUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { UserName: "USER_NAME" }; //USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetUserCommand(params));
console.log(
"User " + "USER_NAME" + " already exists",
data.User.UserId
);
return data;
} catch (err) {
try {
const results = await iamClient.send(new CreateUserCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_createuser.js
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このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

アカウントのユーザーの一覧表示
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_listusers.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクライ
アントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。ユーザーの一覧
表示に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成し、MaxItems パラメータを 10 に設定して返
される数を制限します。IAMクライアントサービスオブジェクトのListUsersCommandメソッドを呼び出
します。最初のユーザー名と作成日をコンソールに書き込みます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListUsersCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { MaxItems: 10 };
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListUsersCommand(params));
return data;
const users = data.Users || [];
users.forEach(function (user) {
console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate);
});
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_listusers.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

ユーザー名の更新
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
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const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_updateuser.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要な
クライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。現在
のユーザー名と新しいユーザー名をコマンドラインパラメータとして指定して、ユーザーの一覧表示に
必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。IAMクライアントサービスオブジェクト
のUpdateUserCommandメソッドを呼び出します。

Note
ORIGNAL_USER_NAMEを更新するユーザー名に、NEW_USER_NAMEを新しいユーザー名に置き換
えます。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
UserName: "ORIGINAL_USER_NAME", //ORIGINAL_USER_NAME
NewUserName: "NEW_USER_NAME", //NEW_USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new UpdateUserCommand(params));
console.log("Success, username updated");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトを次に入力し、現在のユーザー名に続けて新しいユーザー名
を指定します。
node iam_updateuser.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

ユーザーの削除
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };
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このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_deleteuser.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクラ
イアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。必要なパラ
メータを含む JSON オブジェクトを作成します。これは、コマンドラインパラメータとして削除するユー
ザー名で構成されています。
IAMクライアントサービスオブジェクトのGetUserCommandメソッドを呼び出して、ユーザー名が既に存
在しているかどうかを確認します。ユーザー名が存在していない場合は、そのことを示すメッセージをコ
ンソールに書き込みます。ユーザーが存在する場合は、DeleteUserCommand メソッドを呼び出して削除
します。

Note
USER_NAME（ユーザー名）を削除するユーザーの名前に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteUserCommand, GetUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { UserName: "USER_NAME" }; //USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetUserCommand(params));
return data;
try {
const results = await iamClient.send(new DeleteUserCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} catch (err) {
console.log("User " + "USER_NAME" + " does not exist.");
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_deleteuser.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

IAMポリシーの操作

この Node.js コード例は以下を示しています。
• IAM ポリシーを作成および削除する方法。
• ロールから IAM ポリシーをアタッチおよびデタッチする方法。
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シナリオ
ポリシーを作成することで、ユーザーにアクセス許可を付与します。ポリシーは、ユーザーが実行できる
アクションと、そのアクションが影響を与えるリソースの一覧が記載されているドキュメントです。明
示的に許可されていないアクションやリソースはすべて、デフォルトで拒否されます。ポリシーを作成
して、ユーザー、ユーザーのグループ、ユーザーが引き受けるロール、およびリソースにアタッチできま
す。
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して IAM でポリシーを管理します。Node.js モジュールは
SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript ポリシーを作成および削除し、これらのメソッドを使用して
ロールポリシーをアタッチやデタッチします。IAMクライアントクラス
• CreatePolicyCommand
• GetPolicyCommand
• ListAttachedRolePoliciesCommand
• AttachRolePolicyCommand
• DetachRolePolicyCommand
IAM ユーザーの詳細については、「」を参照してください。アクセス管理の概要: アクセス権限とポリ
シーのIAM ユーザーガイド。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例例を挙げて、必要なもの
をインストールしますAWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従
います。GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• ポリシーをアタッチできる IAM ロールを作成します。ロールの作成の詳細については、IAM User
Guide(IAM ユーザーガイド)の Creating IAM roles(IAM ロールの作成)を参照してください。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照してくだ
さい。

IAM ポリシーの作成
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
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const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_createpolicy.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要な
クライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。JSON オ
ブジェクトを 2 つ作成します。1 つには作成するポリシードキュメントが含まれ、もう 1 つにはポリシー
の作成に必要なパラメータが含まれます。これには、ポリシー JSON とポリシーに付ける名前が含まれま
す。パラメータのポリシー JSON オブジェクトが文字列化されていることを確認してください。IAMクラ
イアントサービスオブジェクトのCreatePolicyCommandメソッドを呼び出します。

Note
RESOURCE_ARN をアクセス許可を付与したいリソースの Amazon リソースネーム (ARN)
に、DYNAMODB_POLICY_NAMEをDynamoDBポリシー名の名前に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreatePolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const myManagedPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Action: "logs:CreateLogGroup",
Resource: "RESOURCE_ARN", // RESOURCE_ARN
},
{
Effect: "Allow",
Action: [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem",
],
Resource: "DYNAMODB_POLICY_NAME", // DYNAMODB_POLICY_NAME; For example,
"myDynamoDBName".
},
],
};
export const params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: "IAM_POLICY_NAME",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreatePolicyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。

152

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
IAMポリシーの操作
node iam_createpolicy.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

IAM ポリシーの取得
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_getpolicy.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクラ
イアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。ポリシーの
取得に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これは取得するポリシーの ARN で
す。IAMクライアントサービスオブジェクトのGetPolicyCommandメソッドを呼び出します。ポリシーの
説明をコンソールに書き込みます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
PolicyArn: "POLICY_ARN" /* required */,
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetPolicyCommand(params));
console.log("Success", data.Policy);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_getpolicy.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

管理ロールポリシーの添付
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
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// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_attachrolepolicy.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必
要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。ロー
ルにアタッチされたマネージド IAM ポリシーの一覧を取得するために必要なパラメータを含む JSON オブ
ジェクトを作成します。これはロールの名前で構成されています。ロール名をコマンドラインパラメータ
として指定します。IAMクライアントサービスオブジェクトのListAttachedRolePoliciesCommandメ
ソッドを呼び出します。これによって、管理ポリシーの配列がコールバック関数に返されます。
配列メンバーをチェックして、ロールに添付するポリシーが既に添付されているかどうかを確認します。
ポリシーがアタッチされていない場合は、AttachRolePolicyCommand メソッドを呼び出してアタッチ
してください。

Note
ROLE_NAMEを添付のロール名に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {
ListAttachedRolePoliciesCommand,
AttachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const ROLENAME = "ROLE_NAME";
const paramsRoleList = { RoleName: ROLENAME }; //ROLE_NAME
export const params = {
PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess",
RoleName: ROLENAME,
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new ListAttachedRolePoliciesCommand(paramsRoleList)
);
const myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (_val, index) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
console.log(
"AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role."
);
process.exit();
}
});
try {
const data = await iamClient.send(new AttachRolePolicyCommand(params));
console.log("Role attached successfully");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_attachrolepolicy.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

管理ロールポリシーのデタッチ
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_detachrolepolicy.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必
要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。ロー
ルにアタッチされたマネージド IAM ポリシーの一覧を取得するために必要なパラメータを含む JSON オブ
ジェクトを作成します。これはロールの名前で構成されています。ロール名をコマンドラインパラメータ
として指定します。IAMクライアントサービスオブジェクトのListAttachedRolePoliciesCommandメ
ソッドを呼び出します。これによって、コールバック関数の管理ポリシーの配列が返されます。
配列メンバーをチェックして、ロールからデタッチするポリシーが添付されているかどうかを確認しま
す。ポリシーがアタッチされている場合は、DetachRolePolicyCommand メソッドを呼び出してデタッ
チしてください。

Note
ROLE_NAMEをデタッチするロール名に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {
ListAttachedRolePoliciesCommand,
DetachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { RoleName: "ROLE_NAME" }; //ROLE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new ListAttachedRolePoliciesCommand(params)
);
const myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (_val, index) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
try {
await iamClient.send(
new DetachRolePolicyCommand(paramsRoleList)
);
console.log("Policy detached from role successfully");
process.exit();
} catch (err) {
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console.log("Unable to detach policy from role", err);
}
} else {
}
});
return data;
} catch (err) {
console.log("User " + "USER_NAME" + " does not exist.");
}

};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_detachrolepolicy.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

IAM アクセスキーの管理

この Node.js コード例は以下を示しています。
• ユーザーのアクセスキーを管理する方法。

シナリオ
ユーザーがプログラムでを呼び出すには、独自のアクセスキーが必要です。AWSSDK から JavaScript。
このニーズを満たすために、IAM ユーザーのアクセスキー (アクセスキー ID およびシークレットアクセ
スキー) を作成、修正、表示、および更新できます。デフォルトでは、アクセスキーを作成したときのス
テータスは Active です。これは、ユーザーが API 呼び出しにそのアクセスキーを使用できることを意味
します。
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して IAM でアクセスキーを管理します。Node.js モジュー
ルは SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript これらのメソッドを使用して IAM アクセスキーを管理
します。IAMクライアントクラス
• CreateAccessKeyCommand
• ListAccessKeysCommand
• GetAccessKeyLastUsedCommand
• UpdateAccessKeyCommand
• DeleteAccessKeyCommand
IAM アクセスキーの詳細については、IAM User Guide(IAM ユーザーガイド)のAccess keys(アクセスキー)
を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。

156

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
IAM アクセスキーの管理

• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例例を挙げて、必要なもの
をインストールしますAWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従
います。GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照してくだ
さい。

ユーザーのアクセスキーの作成
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_createaccesskeys.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のよう
に、必要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認
します。新しいアクセスキーを作成するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成
します。これには、IAM ユーザーの名前が含まれています。IAMクライアントサービスオブジェクト
のCreateAccessKeyCommandメソッドを呼び出します。

Note
IAM_USER_NAMEをIAM ユーザー名に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {UserName: "IAM_USER_NAME"}; //IAM_USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
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run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。シークレットキーをなくさないため
に、返されたデータを必ずテキストファイルにパイプ処理してください。このシークレットキーは 1 回し
か提供されません。
node iam_createaccesskeys.js > newuserkeysV3.txt

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

ユーザーアクセスキーの一覧表示
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_listaccesskeys.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必
要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。
ユーザーのアクセスキーを取得するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。
これには、IAM ユーザーの名前と、必要に応じて一覧表示するアクセスキーペアの最大数が含まれま
す。ListAccessKeysCommandクライアントサービスオブジェクトのIAMメソッドを呼び出します。

Note
IAM_USER_NAMEをIAM ユーザー名に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListAccessKeysCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
MaxItems: 5,
UserName: "IAM_USER_NAME", //IAM_USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListAccessKeysCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_listaccesskeys.js
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このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

アクセスキーの最後の使用を取得する
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_accesskeylastused.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のよう
に、必要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認
します。新しいアクセスキーを作成するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成し
ます。これは最後に使用した情報を必要とするアクセスキー ID です。IAM サービスオブジェクトの
GetAccessKeyLastUsedCommand メソッドを呼び出します。

Note
ACCESS_KEY_IDを最後に使用した情報のアクセスキー ID に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetAccessKeyLastUsedCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID" }; //ACCESS_KEY_ID
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetAccessKeyLastUsedCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_accesskeylastused.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

アクセスキーステータスの更新
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
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// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_updateaccesskey.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要
なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。アクセ
スキーのステータスを更新するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これに
はアクセスキー ID と更新されたステータスが含まれます。このステータスは、Active または Inactive
にできます。IAMクライアントサービスオブジェクトのupdateAccessKeyメソッドを呼び出します。

Note
ACCESS_KEY_IDをアクセスキー ID と更新されたステータスに、USER_NAMEをユーザーの名前
に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID", //ACCESS_KEY_ID
Status: "Active",
UserName: "USER_NAME", //USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new UpdateAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_updateaccesskey.js

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。

アクセスキーの削除
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };
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このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。
iam_deleteaccesskey.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、
必要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認しま
す。アクセスキーを削除するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。こ
れにはアクセスキー ID とユーザーの名前が含まれます。IAMクライアントサービスオブジェクト
のDeleteAccessKeyCommandメソッドを呼び出します。

Note
ACCESS_KEY_IDをアクセスキー ID に、USER_NAMEをユーザー名に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID", // ACCESS_KEY_ID
UserName: "USER_NAME", // USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_deleteaccesskey.js

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。

IAMサーバー証明書の操作

この Node.js コード例は以下を示しています。
• HTTPS 接続のサーバー証明書を管理する基本タスクの実行方法。

シナリオ
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。外部プロバイダーから取得した証明書をWebサイトまたはアプリケーションでAWSに使
用するには、証明書をIAMにアップロードするか、AWS Certificate Managerにインポートする必要があり
ます。
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この例では、一連の Node.js モジュールを使用して IAM でサーバー証明書を処理します。Node.js モ
ジュールは SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript これらのメソッドを使用してサーバー証明書を
管理しますIAMクライアントクラス
• ListServerCertificatesCommand
• GetServerCertificateCommand
• UpdateServerCertificateCommand
• DeleteServerCertificatecommand
サーバー証明書の詳細については、IAM User Guide(IAM ユーザーガイド）のWorking with server
certificates(サーバー証明書の使用)を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例例を挙げて、必要なもの
をインストールしますAWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従
います。GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

サーバー証明書の一覧表示
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。
iam_listservercerts.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要
なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。IAMク
ライアントサービスオブジェクトのListServerCertificatesCommandメソッドを呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.

162

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
IAMサーバー証明書の操作
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListServerCertificatesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListServerCertificatesCommand({}));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_listservercers.js

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。

サーバー証明書の取得
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_getservercert.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要な
クライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。証明書の
取得に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これは必要なサーバー証明書の名前で
構成されます。IAMクライアントサービスオブジェクトのGetServerCertificatesCommandメソッドを
呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" }; //CERTIFICATE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetServerCertificateCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
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node iam_getservercert.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

サーバー証明書の更新
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_updateservercert.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、
必要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認しま
す。証明書を更新するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これは既存の
サーバー証明書の名前と新しい証明書の名前で構成されます。IAMクライアントサービスオブジェクト
のUpdateServerCertificateCommandメソッドを呼び出します。

Note
CERTIFICATE_NAMEを更新するサービス証明書名に、CERTIFICATE_NAMEを新しい証明書名に
置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME", //CERTIFICATE_NAME
NewServerCertificateName: "NEW_CERTIFICATE_NAME", //NEW_CERTIFICATE_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new UpdateServerCertificateCommand(params)
);
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_updateservercert.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
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サーバー証明書の削除
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_deleteservercert.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のよ
うに、必要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていること
を確認します。サーバー証明書の削除に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成し
ます。これは削除する証明書の名前で構成されます。IAMクライアントサービスオブジェクト
のDeleteServerCertificatesCommandメソッドを呼び出します。

Note
CERTIFICATE_NAMEを削除するサーバー証明書の名前に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" }; // CERTIFICATE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new DeleteServerCertificateCommand(params)
);
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_deleteservercert.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

IAM アカウントエイリアスの管理
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この Node.js コード例は以下を示しています。
• AWS アカウント ID のエイリアスを管理する方法。

シナリオ
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 ID のエイリアスを作成します。AWS アカウントエイリアスを作成する
と、サインインページの URL は変更され、エイリアスが組み込まれます。
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して IAM アカウントエイリアスを作成および管理しま
す。Node.js モジュールは SDK を以下の目的で使用します。 JavaScript これらのメソッドを使用してエイ
リアスを管理しますIAMクライアントクラス
• CreateAccountAliasCommand
• ListAccountAliasesCommand
• DeleteAccountAliasCommand
IAM アカウントエイリアスの詳細については、IAM User Guide (IAM ユーザーガイド)の Your AWS
account ID and its alias( アカウント ID とそのエイリアス)を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例例を挙げて、必要なもの
をインストールしますAWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従
います。GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照してくだ
さい。

アカウントエイリアスの作成
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
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const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_createaccountalias.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のよ
うに、必要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確
認します。アカウントエイリアスを作成するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを
作成します。これには作成するエイリアスが含まれます。IAMクライアントサービスオブジェクト
のCreateAccountAliasCommandメソッドを呼び出します。

Note
ACCOUNT_ALIAS (アカウントエイリアス）を作成するエイリアスに置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateAccountAliasCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccountAlias: "ACCOUNT_ALIAS" }; //ACCOUNT_ALIAS
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateAccountAliasCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_createaccountalias.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

エイリアスのアカウントの一覧表
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_listaccountaliases.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示し
たように、必要なパッケージとクライアントをダウンロードに含めて、SDKの設定を確認してくだ
さい。アカウントエイリアスを一覧表示するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクト
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を作成します。これには返す項目の最大数が含まれます。IAMクライアントサービスオブジェクト
のListAccountAliasesCommandメソッドを呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListAccountAliasesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { MaxItems: 5 };
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListAccountAliasesCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_listaccountaliases.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

アカウントエイリアスを削除する
libsディレクトリを作成し、ファイル名iamClient.jsでNode.js モジュールを作成します。それに以
下のコードをコピーし、ペーストしてIAM クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。
iam_deleteaccountalias.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、
必要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。ア
カウントエイリアスを削除するために必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これに
は削除するエイリアスが含まれます。IAM サービスオブジェクトの DeleteAccountAliasCommand メ
ソッドを呼び出します。

Note
ALIAS（エイリアス）を削除したいエイリアスの名前に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteAccountAliasCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccountAlias: "ALIAS" }; // ALIAS
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export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteAccountAliasCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node iam_deleteaccountalias.js

このサンプルコードは、で見つけられます。ここ: GitHub。

Amazon Kinesis の例
Amazon Kinesis は、AWS のデータをストリーミングするプラットフォームで、ストリーミングデータを
ロードして分析するための強力なサービスや、特定のニーズに対応するカスタムストリーミングデータア
プリケーションを作成する機能を提供します。

JavaScript API for Kinesis は Kinesis クライアントクラスを通じて公開されます。Kinesis クライアント
クラスの使用の詳細については、「」を参照してください。クラス: KinesisAPI リファレンスの「」を参
照してください。
トピック
• Amazon Kinesis でウェブページのスクロール状況をキャプチャする (p. 169)

Amazon Kinesis でウェブページのスクロール状況を
キャプチャする
この例では、シンプルな HTML ページでブログページのコンテンツをシミュレートします。リーダーがシ
ミュレートされたブログ記事をスクロールすると、ブラウザスクリプトは SDK for JavaScript を使用して
そのページのスクロール距離を記録し、Kinesis クライアントクラスの PutRecordsCommand メソッドを
使用してそのデータを Kinesis に送信します。Amazon Kinesis Data Streams でキャプチャされたストリー
ミングデータは、その後 Amazon EC2 インスタンスによって処理され、Amazon DynamoDB と Amazon
Redshift を含む複数のデータストアのいずれかに保存されます。

アプリを構築するには、以下を実行します。
1.

前提条件を完了します。 (p. 170)

2.

の作成AWSリソース (p. 170)

3.

HTML を作成します。 (p. 172)
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ブラウザスクリプトを準備します。 (p. 173)

5.

例の実行 (p. 176)

6.

リソースを削除する (p. 176)

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なものをインストー
ルします。AWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティ製モジュール（以下を含む）Webpack。の指
示に従います。GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供方法
の詳細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照し
てください。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアント・サービス・オブジェクトおよびコ
マンドをインポート/エクスポートする方法を示します。
• これには Node.js バージョン 13.x 以上が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロード
してインストールするには、「」を参照してください。Node.js をダウンロードします。。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「」を参照してください。JavaScript ES6/CommonJS 構
文 (p. 58)。

の作成AWSリソース
このトピックは、Amazon Kinesis でブラウザイベントデータをキャプチャして処理する方法を示す例の一
部です。この例を最初から開始する場合は、「」を参照してください。Amazon Kinesis でウェブページの
スクロール状況をキャプチャする (p. 169)。
この例では、次のリソースが必要です。
• Amazon Kinesis ストリームです。
• 認証されていない ID に対して有効なアクセス権を持つ Amazon Cognito アイデンティティプール。
• AnAWS Identity and Access Managementアクセス許可を付与してデータを Amazon Kinesis ストリーム
に送信するポリシーを持つロール。
これらのリソースは手動で作成できますが、これらのリソースはAWS CloudFormationこのトピックで説
明されています。

の作成AWSを使用したリソースAWS CloudFormation
を使用してリソースを作成するにはAWS CloudFormation:
AWS CloudFormation は、計画に従い、繰り返し AWS インフラストラクチャデプロイを作成し、プロビ
ジョニングします。の詳細AWS CloudFormation「」を参照してください。AWS CloudFormation開発者ガ
イド。。
1.

のインストールと設定AWS CloudFormationの指示に従って、AWS CLIユーザーガイド。

2.

という名前のファイルを作成します。setup.yamlプロジェクトフォルダのルートディレクトリで、
コンテンツをコピーします。GitHub でそれに。
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-AWS CloudFormationテンプレートは以下を使用して生成されましたAWS CDK使用可能で
すGitHub で。AWS CDK の詳細については、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) デベ
ロッパーガイドを参照してください。
3.

次のコマンドをコマンドラインから、次のコマンドを実行します。STACK_NAMEスタックの一意の名
前を指定します。

Important
スタック名は、AWS地域とAWSアカウント. 最大 128 文字で、数字とハイフンを使用できま
す。
aws cloudformation create-stack --stack-name STACK_NAME --template-body file://
setup.yaml --capabilities CAPABILITY_IAM

の詳細については、「」を参照してください。create-stackコマンドパラメータについては、を参
照してください。AWS CLIコマンドリファレンスガイドであり、AWS CloudFormationユーザーガイ
ド。

Note
このテンプレートを使用して別のスタックを作成する場合は、setup.yamlまたは、エラーが発
生します。
リソースの作成時にリソースを表示するには、スタックページのAWS AWS CloudFormationコンソール
で、スタックを選択し、リソースタブ。
この例では以下が必要です。
• Amazon Kinesis ストリームです。ブラウザスクリプトのストリームの名前を含める必要があります。
• 認証されていない ID に対して有効なアクセス権を持つ Amazon Cognito アイデンティティプール。コー
ド内の ID プール ID を含めて、ブラウザスクリプトの認証情報を取得する必要があります。Amazon
Cognito アイデンティティプールの詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドのアイデン
ティティプールを参照してください。
• 許可を付与してデータを Amazon Kinesis ストリームに送信するアタッチされた IAM ロール。IAM ロー
ルの作成の詳細については、IAM ユーザーガイドのAWS のサービスに許可を委任するロールの作成を参
照してください。

Note
は、IAM ロールにアタッチされたときのロールポリシーです。CDKは自動的
にSTREAM_RESOURCE_ARN。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"mobileanalytics:PutEvents",
"cognito-sync:*"
],
"Resource": [
"*"
]
},
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"Effect": "Allow",
"Action": [
"kinesis:Put*"
],
"Resource": [
"STREAM_RESOURCE_ARN"
]

Note
CDKは自動的にSTREAM_RESOURCE_ARN。

の作成AWSAmazon Web Services マネジメントコンソールを使用したリソース
コンソールでアプリのリソースを作成するには、「」の手順に従います。AWS CloudFormationユーザー
ガイド。提供されたテンプレートを使用して、という名前のファイルを作成します。setup.yamlをク
リックし、コンテンツをコピーしますGitHub で。

Important
スタック名は、AWS地域とAWSアカウント. 最大 128 文字で、数字とハイフンを使用できます。
コンソールでスタックを開き、リソースのリストを表示します。AWS CloudFormationダッシュボードを
選択し、リソースタブ。この例ではこれらが必要です。

HTML でブログページを作成する
ブログページの HTML は、主に <div> 要素内に含まれている一連の段落で構成されています。このスク
ロール可能な高さの <div> は、読者がコンテンツをどれほどスクロールしたかを計算するために使用さ
れます。HTML には、<script>追加した要素main.js.このファイルには、ページのスクロール進行状況
をキャプチャし、Kinesis にレポートし、必要なスクリプトが含まれています。AWS SDK for JavaScriptモ
ジュール。このスクリプトは、を使用して作成します。Webpackで説明されているように、ブラウザスク
リプトのバンドル (p. 174)この例のセクション。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>AWS SDK for JavaScript (V3) - Amazon Kinesis Application</title>
</head>
<body>
<div id="BlogContent" style="width: 60%; height: 800px; overflow: auto;margin: auto; textalign: center;">
<div>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vitae nulla
eget nisl bibendum feugiat. Fusce rhoncus felis at ultricies luctus. Vivamus fermentum
cursus sem at interdum. Proin vel lobortis nulla. Aenean rutrum odio in tellus semper
rhoncus. Nam eu felis ac augue dapibus laoreet vel in erat. Vivamus vitae mollis turpis.
Integer sagittis dictum odio. Duis nec sapien diam. In imperdiet sem nec ante laoreet,
vehicula facilisis sem placerat. Duis ut metus egestas, ullamcorper neque et, accumsan
quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos
himenaeos.
</p>
<!-- Additional paragraphs in the blog page appear here -->
</div>
</div>
<script src="main.js"></script>
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ブラウザスクリプトの作成
SDK の設定
の作成libsディレクトリを開き、というファイル名で Node.js モジュールを作成しま
す。kinesisClient.js。以下のコードをコピーして、Kinesis クライアントオブジェクトを作成しま
す。置換##とともにAWSリージョン。置換IDENTITY_POOL_IDで作成した Amazon Cognito ID プール ID
を使用して、の作成AWSリソース (p. 170)。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js.
const {CognitoIdentityClient} = require("@aws-sdk/client-cognito-identity");
const {
fromCognitoIdentityPool,
} = require("@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity");
const { KinesisClient, PutRecordsCommand } = require("@aws-sdk/client-kinesis");
// Configure Credentials to use Cognito
const REGION = "REGION";
const kinesisClient = new KinesisClient({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({region: REGION}),
identityPoolId: "IDENTITY_POOL_ID" // IDENTITY_POOL_ID
})
});
export {kinesisClient}

このコードを見つけることができます。GitHub で。

スクロールレコードの作成
スクロール状況は、ブログ記事のコンテンツを含む <div> の scrollHeight プロパティと scrollTop
プロパティを使用して計算されます。各スクロールレコードは scroll イベントのイベントリス
ナー関数で作成され、その後レコードの配列に追加され、Kinesis に定期的に送信されます。置
換PARTITION_KEYパーティションキーを使用します。これは文字列である必要があります。パーティ
ション文字列の詳細については、「」を参照してください。PutRecordのAmazon Kinesis Data Analytics
開発者ガイド。
以下のコードスニペットは、このステップを示しています (詳細な例については、ブラウザスクリプトの
バンドル (p. 174) を参照してください)。
import { PutRecordsCommand } from "@aws-sdk/client-kinesis";
import { kinesisClient } from "./libs/kinesisClient.js";
// Get the ID of the web page element.
var blogContent = document.getElementById('BlogContent');
// Get scrollable height.
var scrollableHeight = blogContent.clientHeight;
var recordData = [];
var TID = null;
blogContent.addEventListener('scroll', function(event) {
console.log('scrolled');
clearTimeout(TID);
// Prevent creating a record while a user is actively scrolling.
TID = setTimeout(function() {
// Calculate the percentage.
var scrollableElement = event.target;
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var scrollHeight = scrollableElement.scrollHeight;
var scrollTop = scrollableElement.scrollTop;

var scrollTopPercentage = Math.round((scrollTop / scrollHeight) * 100);
var scrollBottomPercentage = Math.round(((scrollTop + scrollableHeight) / scrollHeight)
* 100);
// Create the Amazon Kinesis record.
var record = {
Data: JSON.stringify({
blog: window.location.href,
scrollTopPercentage: scrollTopPercentage,
scrollBottomPercentage: scrollBottomPercentage,
time: new Date()
}),
PartitionKey: 'PARTITION_KEY' // Must be a string.
};
recordData.push(record);
}, 100);
});

Kinesis にレコードを送信する
配列にレコードがある場合は、1 秒ごとに 1 回、保留中のレコードが Kinesis に送信されます。置
換STREAM_NAMEで作成したストリームの名前で、の作成AWSリソース (p. 170)この例のセクション。

Note
この例では、必要なものをインポートして使用します。AWSサービス V3 パッケージクライアン
ト、V3 コマンド、およびsend非同期/待機パターンのメソッド。この例は、V2 コマンドを使用し
て、若干の変更を加えることで作成できます。詳細については、V3コマンドの使用 (p. 3) を参照
してください。
以下のコードスニペットは、このステップを示しています (詳細な例については、ブラウザスクリプトの
バンドル (p. 174) を参照してください)。
// Helper function to upload data to Amazon Kinesis.
const uploadData = async () => {
try {
const data = await client.send(new PutRecordsCommand({
Records: recordData,
StreamName: 'STREAM_NAME'
}));
console.log('data', data);
console.log("Kinesis updated", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Run uploadData every second if data exists.
setInterval(function() {
if (!recordData.length) {
return;
}
uploadData();
// clear record data
recordData = [];
}, 1000);

ブラウザスクリプトのバンドル
このトピックでは、ページのスクロール進行状況をキャプチャし、Kinesis にレポートし、必要なブラウザ
スクリプトをバンドルする方法について説明します。AWS SDK for JavaScriptこの例のモジュールです。
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まだ知識がない場合は、前提条件タスク (p. 170)この例では、webpack をインストールします。

Note
の詳細については、Webpack「」を参照してください。Webpack によるアプリケーションのバン
ドル (p. 42)。
コマンドラインで次のコマンドを実行して、この例の JavaScript をという名前のファイルにバンドルしま
す。<main.js>:
webpack kinesis-example.js --mode development --target web --devtool false -o main.js

ウェブページのスクロール状況をキャプチャする Kinesis の完全なブラウザスクリプトコードの例を以下
に示します。
// Configure Credentials to use Cognito
const { CognitoIdentityClient } = require("@aws-sdk/client-cognito-identity");
const {
fromCognitoIdentityPool,
} = require("@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity");
const { Kinesis, PutRecordsCommand } = require("@aws-sdk/client-kinesis");
const REGION = "REGION";
const client = new Kinesis({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({region: REGION}),
identityPoolId: "IDENTITY_POOL_ID" // IDENTITY_POOL_ID
})
});
// Get the ID of the web page element.
var blogContent = document.getElementById('BlogContent');
// Get scrollable height.
var scrollableHeight = blogContent.clientHeight;
var recordData = [];
var TID = null;
blogContent.addEventListener('scroll', function(event) {
console.log('scrolled');
clearTimeout(TID);
// Prevent creating a record while a user is actively scrolling.
TID = setTimeout(function() {
// Calculate the percentage.
var scrollableElement = event.target;
var scrollHeight = scrollableElement.scrollHeight;
var scrollTop = scrollableElement.scrollTop;
var scrollTopPercentage = Math.round((scrollTop / scrollHeight) * 100);
var scrollBottomPercentage = Math.round(((scrollTop + scrollableHeight) / scrollHeight)
* 100);
// Create the Amazon Kinesis record.
var record = {
Data: JSON.stringify({
blog: window.location.href,
scrollTopPercentage: scrollTopPercentage,
scrollBottomPercentage: scrollBottomPercentage,
time: new Date()
}),
PartitionKey: 'PARTITION_KEY' // Must be a string.
};
recordData.push(record);
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}, 100);
});
// Helper function to upload data to Amazon Kinesis.
const uploadData = async () => {
try {
const data = await client.send(new PutRecordsCommand({
Records: recordData,
StreamName: 'STREAM_NAME'
}));
console.log('data', data);
console.log("Kinesis updated", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Run uploadData every second if data exists.
setInterval(function() {
if (!recordData.length) {
return;
}
uploadData();
// clear record data
recordData = [];
}, 1000);

例の実行
このトピックは、Amazon Kinesis でブラウザイベントデータをキャプチャして処理する方法を示す例の一
部です。この例を最初から開始する場合は、「」を参照してください。Amazon Kinesis でウェブページの
スクロール状況をキャプチャする (p. 169)。
を開くblog_page.htmlブラウザで。スクロールバーがテキストの周囲に表示されるまで、ブラウザ
ウィンドウのサイズを調整します。スクロールバーをスクロールすると、イベントデータが Kinesis で
キャプチャされます。記録されたデータを表示するには、Amazon コマンドコンソールでストリームを開
き、Monitoringタブをクリックし、ストリームメトリクスペイン。

リソースを削除する
このトピックは、Amazon Kinesis でブラウザイベントデータをキャプチャして処理する方法を示す例の一
部です。この例を最初から開始する場合は、「」を参照してください。Amazon Kinesis でウェブページの
スクロール状況をキャプチャする (p. 169)。
この例を終了したら、リソースを削除して、不要な料金が発生しないようにする必要があります。これを
行うには、次のいずれかに従います。スタックの削除Amazon Web Services マネジメントコンソールまた
はスタックの削除コマンドラインで。

AWS Lambda の例
AWS Lambdaはサーバーレスコンピューティングサービスであり、サーバーのプロビジョニングや管理、
ワークロード対応のクラスタースケーリングロジックの作成、イベント統合の維持、ランタイムの管理を
行わずにコードを実行できます。

Important
AWS SDK for JavaScriptv3 ではなく v2 は、デフォルトの Lambda Node.js 環境にインストール
されます。ここにリンクされている例は、サンプルコード付きのAWS SDK for JavaScript v3 モ
ジュールが必須のバンドル方法を示しています。
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- JavaScript API forAWS Lambdaを通して露出していますLambdaServiceクライアントクラス。
v3のAWS SDK for JavaScript Lambda関数を作成して使用する方法を示す例の一覧表を次に示します。
• API Gateway で Lambda を呼び出します (p. 325)
• 実行するスケジュールされたイベントを作成するAWS Lambda機能 (p. 347)

Amazon Lex での例
Amazon Lex はAWS音声やテキストを使用した会話型インターフェイスをさまざまなアプリケーションに
構築するためのサービス。
Amazon Lex 向け JavaScript API は、Lex ランタイムサービスクライアントクラス。
• Amazon Lex chatbotを構築する (p. 355)

Amazon Pollyの例

この Node.js コード例は以下を示しています。
• Amazon Polly を使用して録音した音声をAmazon S3 にアップロードします

シナリオ
この例では、一連のNode.jsモジュールを使用して、AmazonS3クライアントクラスのこれらのメソッドを
使用して「Amazon Polly」(Amazon Polly)を使用して録音されたオーディオをAmazonS3に自動的にアッ
プロードします。
• StartSpeechSynthesisTaskCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• Node を実行するためのプロジェクト環境を設定する JavaScript の指示に従って例を挙げます。
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• を作成するAWS Identity and Access Management(IAM) 認証されていない Amazon Cognito ユーザー
ロールポーリー:SynthesizeSpeech 権限を持つ、および IAM ロールが添付された Amazon Cognito アイ
デンティティプール。AWS CloudFormationを使用してAWSリソースを作成します (p. 178)のセクショ
ンでは、これらのリソースを作成する方法について以下のことを説明します。
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Note
この例では Amazon Cognito を使用していますが、Amazon Cognito を使用していない場合
は、AWSのユーザーには以下の IAM アクセス権限ポリシーが必要です
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"mobileanalytics:PutEvents",
"cognito-sync:*"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": "polly:SynthesizeSpeech",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]

AWS CloudFormationを使用してAWSリソースを作成
します
AWS CloudFormation は、AWS インフラストラクチャデプロイを予想可能および繰り返し作成し、プ
ロビジョニングすることができます。AWS CloudFormationの詳細については、AWS CloudFormation
developer guide（デベロッパーガイド）を参照してください。
AWS CloudFormationスタックを作成するには、
1.

「AWS CLI User Guide」（ユーザーガイド）の手順に従ってAWS CLIをインストールして設定しま
す。

2.

という名前のファイルを作成します。setup.yamlプロジェクトフォルダのルートディレクトリで、
コンテンツをコピーします。ここ: GitHubそれに。

Note
-AWS CloudFormationテンプレートは以下を使用して生成されましたAWS CDK使用可能で
すここ: GitHub。AWS CDKの詳細については、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)デ
ベロッパーガイドを参照してください。
3.

コマンドラインから以下のコマンドを実行し、「STACK_NAME」をスタックの一意の名前に置き換え
ます。

Important
スタック名は、AWS 地域および AWS アカウント内で一意である必要があります。最大 128
文字まで指定でき、数字とハイフンを使用できます。
aws cloudformation create-stack --stack-name STACK_NAME --template-body file://
setup.yaml --capabilities CAPABILITY_IAM

create-stackコマンドパラメータの詳細については、 AWS CLI Command Reference guide(コマン
ドリファレンスガイド）およびAWS CloudFormationUser Guide(ユーザーガイド）を参照してくださ
い。
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声をAmazon S3 にアップロードします
AWS CloudFormationマネジメントコンソールに移動し、Stacksを選択し、スタック名を選択
し、Resourcesタブを選択して、作成されたリソースのリストを表示します。

Amazon Polly を使用して録音した音声をAmazon S3
にアップロードします
polly_synthesize_to_s3.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示した
ように、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認して
ください。コードに、REGION 、およびBUCKET_NAMEを入力します。Amazon Pollyにアクセスするに
は、Pollyのクライアントのサービスオブジェクトを作成します。#IDENTITY_POOL_ID#を、この例で
作成したAmazon CognitoIDプールのサンプルページから IdentityPoolIdを置き換えます。これは、各
クライアントオブジェクトにも渡されます。
Amazon PollyクライアントサービスオブジェクトのStartSpeechSynthesisCommandメソッドを呼び出
して音声メッセージを合成し、AmazonS3バケットにアップロードします。
const { StartSpeechSynthesisTaskCommand } = require("@aws-sdk/client-polly");
const { pollyClient } = require("./libs/pollyClient.js");
// Create the parameters
var params = {
OutputFormat: "mp3",
OutputS3BucketName: "videoanalyzerbucket",
Text: "Hello David, How are you?",
TextType: "text",
VoiceId: "Joanna",
SampleRate: "22050",
};
const run = async () => {
try {
await pollyClient.send(new StartSpeechSynthesisTaskCommand(params));
console.log("Success, audio file added to " + params.OutputS3BucketName);
} catch (err) {
console.log("Error putting object", err);
}
};
run();
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このサンプルコードが見つかります。ここ: GitHub。

Amazon S3の例
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、拡張性の高いクラウドストレージを提供するウェブ
サービスです。Amazon S3 は簡単に使用できるオブジェクトストレージです。シンプルなウェブサービス
インターフェイスが用意されており、ウェブ上のどこからでも容量に関係なくデータを保存、取得できま
す。
トピック
• Amazon S3 ブラウザの例 (p. 180)
• Amazon S3 Node.js の例 (p. 205)

Amazon JavaScript S3 は、S3クライアントクラスを通じて公開されます。Amazon S3クライアントクラ
スの使用についての詳細は、API リファレンスの[ Class: S3 ]を参照してください。

Amazon S3 ブラウザの例
以下のトピックでは、AWS SDK for JavaScript をブラウザで使用して Amazon S3 バケットとやり取りす
る方法の例を 2 つ示します。
• 最初の例では、Amazon S3 バケット内の既存の写真を任意の (認証されていない) ユーザーが表示でき
るという、シンプルなシナリオを示しています。
• 2 番目は、ユーザーがバケット内の写真に対してアップロード、削除などの操作を実行できる、より複
雑なシナリオを示しています。
トピック
• ブラウザからAmazon S3 バケットの写真を表示する (p. 180)
• ブラウザから Amazon S3 へ写真をアップロードします (p. 190)

ブラウザからAmazon S3 バケットの写真を表示する

このブラウザスクリプトコード例では以下を示します。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにフォトアルバムを作成し、認証されていない
ユーザーに写真の表示を許可する方法。
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シナリオ
この例では、シンプルな HTML ページにより、フォトアルバム内の写真を表示するブラウザベースのアプ
リケーションを提供しています。フォトアルバムは、写真がアップロードされる Amazon S3 バケットに
あります。

ブラウザスクリプトは、次の操作に SDK を使用します。 JavaScript Amazon S3 バケットと連携します。
このスクリプトは、Amazon S3 クライアントクラスの ListObjectsCommand メソッドを使用して、
フォトアルバムを表示できるようにします。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了します。

Note
この例では、Amazon S3 バケットと Amazon Cognito アイデンティティプールの両方に同じ
AWS リージョンを使用する必要があります。

ローカル環境をセットアップします。
これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例から必要なものをインス
トールしてくださいAWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従っ
て、 GitHub。

バケットを作成する
Amazon S3 コンソールで、アルバムと写真を保存できる Amazon S3 バケットを作成します。コンソー
ルを使用して S3 バケットを作成する方法の詳細については、 [ Amazon Simple Storage Service User
Guide ]の「[Creating a bucket ]を参照してください。
Amazon S3 バケットを作成するときは、必ず以下の操作を行ってください。
• バケット名をメモして、後続の前提条件タスクロールの許可を設定する (p. 182)で使用できます。
• バケットを作成する AWS リージョンを選択します。これは、後続の前提条件タスク ID プールの作
成 (p. 181)で Amazon Cognito アイデンティティプールの作成に使用するリージョンと同じである必要
があります。
• 左バケットを作成ウィザード、バケットを作成[] ページで次の操作を行います。パブリックアクセスブ
ロックバケット設定セクションで、次のボックスをクリアしてください。新しいアクセスコントロール
リスト (ACL) によって付与されたバケットとオブジェクトへのパブリックアクセスを、ブロックしま
すそしてアクセスコントロールリスト (ACL) を通じて付与されたバケットオブジェクトとオブジェクト
へのパブリックアクセスを、任意のアクセスコントロールリスト (ACL) で。
バケットの許可を確認および設定する方法の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユー
ザーガイドの「ウェブサイトアクセスの許可の設定」を参照してください。

ID プールの作成
[ Amazon Cognito console ]で、Amazon Cognito アイデンティティプールを作成します。
ID プールを作成したら、以下の操作を行います。
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• アイデンティティプール名、および [unauthenticated ]アイデンティティのロール名をメモします。
• リポジトリの []サンプルコード[] ページで [] を選択します。JavaScript「からのプラットフォームリス
ト。次に、サンプルコードをコピーまたはメモします。

Note
選択する必要があります。」JavaScript「からのプラットフォームコードを機能させるには、
コードをリストしてください。

ロールの許可を設定する
アルバムと写真の表示を許可するには、先ほど作成したアイデンティティプールの IAM ロールに許可を追
加する必要があります。以下のようにポリシーを作成することから始めます。
1.

[IAM コンソール] を開きます。

2.

左側のナビゲーションペインで、[Policies] (ポリシー)、[Create policy] (ポリシーの作成) の順にクリッ
クします。

3.

[JSON] タブで、以下の JSON 定義を入力しますが、BUCKET_NAME はバケットの名前に置き換えま
す。
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKET_NAME"
]
}
]

[ポリシーの確認] ボタンを選択し、ポリシーに名前を付けて、説明を入力したら (必要に応じて)、[ポ
リシーの作成] ボタンを選択します。
名前をメモして、後で見つけて IAM ロールにアタッチできるようにします。

ポリシーが作成されたら、IAM コンソールに戻ります。先ほどの前提条件タスクで Amazon Cognito に
よって作成されたunauthenticated（認証されていない）アイデンティティの IAM ロールを見つけます。先
ほど作成したポリシーを使用して、このアイデンティティにアクセス許可を追加します。
IAM ロールの作成の詳細については、IAM User Guideの「AWSサービスにアクセス許可を委任するための
ロールの作成」を参照してください。

CORS を設定する
ブラウザスクリプトが Amazon S3 バケットにアクセスする前に、以下のように CORS 設定 (p. 41)を設定
する必要があります。

Important
新しい S3 コンソールでは、CORS 設定は JSON である必要があります。
JSON
[
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{

]

}

"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"HEAD",
"GET"
],
"AllowedOrigins": [
"*"
]

XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>

アルバムを作成して写真をアップロードします
この例では、ユーザーはバケット内の既存の写真の表示しか許可されないため、バケットにアルバムをい
くつか作成してそれらに写真をアップロードしておく必要があります。

Note
この例では、写真ファイルのファイル名は 1 つのアンダースコア (_) で始まる必要があります。
この文字は後でフィルター処理に重要になります。また、写真の所有者の著作権を尊重してくだ
さい。
1. [ Amazon S3 console ]で、先ほど作成したバケットを開きます。
2. [Overview]タブで、[ Create folder ]ボタンを選択してフォルダを作成します。この例では、フォルダに
「album1」、「album2」、「album3」という名前を付けます。
3. [album1] で、次に [album2] で、フォルダを選択し、以下のように写真をアップロードします。
a. [Upload] (アップロード) を選択します。
b. 使用する写真ファイルをドラッグまたは選択してから、[Next] (次へ) を選択します。
c. [Manage public permissions] (パブリックアクセス許可の管理) で、[Grant public read access to this
object(s)] (このオブジェクトに対するパブリック読み取りアクセス許可を付与) を選択します。
d. 左下隅にある[ Upload ]を選択します。
4. [album3] は空のままにします。

必要なSDKクライアントとパッケージをインストールします
次のSDKモジュールをインストールします。
• client-s3
• client-cognito-identity
• credential-provider-cognito-identity
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Note
SDKモジュールのインストールについては、「の SDK のインストール JavaScript (p. 24)」を参
照してください。

Webpackをインストールします
ブラウザAWS SDK for JavaScriptのV3 を使用するには、Javascript モジュールと関数をバンドルす
るwebpackが必要となります。
webpackをインストールするには、コマンドプロンプトで、次を実行します。
npm install --save-dev webpack

Important
のサンプルを表示するにはpackage.jsonこの例については、「」を参照してください。AWS
SDK for JavaScriptコードサンプルの表示 GitHub。

Note
Webpackのインストールの詳細については、「Webpack によるアプリケーションのバンド
ル (p. 42)」を参照してください。

ウェブページの定義
写真表示アプリケーションの HTML は <div> 要素で構成されており、その中でブラウザスクリプトが表
示インターフェイスを作成します。
-<script>要素はmain.jsファイル (必要なものがすべて含まれています) JavaScript 例から次の操作を行
います。

Note
main.jsファイルを生成するには、「コードの実行 (p. 187)」を参照してください。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="./main.js"></script>
</head>
<body>
<h1>Photo album viewer</h1>
<div id="viewer" />
<script>
listAlbums();
</script>
</body>
</html>

SDK の設定
CognitoIdentityCredentials メソッドを呼び出して、SDK を設定するために必要な認証情報を取得
します。Amazon Cognito アイデンティティプール ID を提供する必要があります。その後、S3 サービス
オブジェクトを作成します。
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// Load the required clients and packages
const { CognitoIdentityClient } = require("@aws-sdk/client-cognito-identity");
const {
fromCognitoIdentityPool,
} = require("@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity");
const { S3Client, ListObjectsCommand } = require("@aws-sdk/client-s3");
// Initialize the Amazon Cognito credentials provider
const REGION = "region"; //e.g., 'us-east-1'
const s3 = new S3Client({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: REGION }),
identityPoolId: "IDENTITY_POOL_ID", // IDENTITY_POOL_ID e.g., eu-west-1:xxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx
}),
});

この例の残りのコードは、バケット内のアルバムと写真に関する情報を収集して表示するための以下の関
数を定義します。
• listAlbums
• viewAlbum

バケット内のアルバムを一覧表示する
バケット内の既存のアルバムをすべて一覧表示するために、アプリケーションのlistAlbums 関数
がS3クライアントサービスオブジェクトのListObjectsCommandメソッドを呼び出します。この関数は
CommonPrefixes プロパティを使用しているため、呼び出されると、アルバムとして使用されているオ
ブジェクト (つまりフォルダ) のみを返します。
関数の残りの部分は、Amazon S3 バケットからアルバムのリストを取得し、ウェブページにアルバムのリ
ストを表示するために必要な HTML を生成します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。
// A utility function to create HTML.
function getHtml(template) {
return template.join("\n");
}
// Make the getHTML function available to the browser
window.getHTML = getHtml;
// List the photo albums that exist in the bucket
const albumBucketName = "BUCKET_NAME"; //BUCKET_NAME
const listAlbums = async () => {
try {
const data = await s3.send(
new ListObjectsCommand({ Delimiter: "/", Bucket: albumBucketName })
);
const albums = data.CommonPrefixes.map(function (commonPrefix) {
const prefix = commonPrefix.Prefix;
const albumName = decodeURIComponent(prefix.replace("/", ""));
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return getHtml([
"<li>",
'<button style="margin:5px;" onclick="viewAlbum(\'' +
albumName +
"')\">",
albumName,
"</button>",
"</li>",
]);
});
const message = albums.length
? getHtml(["<p>Click an album name to view it.</p>"])
: "<p>You don't have any albums. You need to create an album.";
const htmlTemplate = [
"<h2>Albums</h2>",
message,
"<ul>",
getHtml(albums),
"</ul>",
];
document.getElementById("viewer").innerHTML = getHtml(htmlTemplate);
} catch (err) {
return alert("There was an error listing your albums: " + err.message);
}

};
// Make the viewAlbum function available to the browser
window.listAlbums = listAlbums;

アルバムを表示する
Amazon S3 バケット内のアルバムの内容を表示するために、アプリケーションの viewAlbum 関数は、ア
ルバム名を取得して、そのアルバムの Amazon S3 キーを作成します。この関数は、次にS3 クライアント
サービスオブジェクトのListObjectsCommandメソッドを呼び出して、アルバム内のすべてのオブジェ
クト(写真)のリストを取得します。
関数の残りの部分は、アルバム内のオブジェクトのリストを取得し、ウェブページに写真を表示するため
に必要な HTML を生成します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

// Show the photos that exist in an album
const viewAlbum = async (albumName) => {
try {
const albumPhotosKey = encodeURIComponent(albumName) + "/";
const data = await s3.send(
new ListObjectsCommand({
Prefix: albumPhotosKey,
Bucket: albumBucketName,
})
);
const href = "https://s3." + REGION + ".amazonaws.com/";
const bucketUrl = href + albumBucketName + "/";
const photos = data.Contents.map(function (photo) {
const photoKey = photo.Key;
const photoUrl = bucketUrl + encodeURIComponent(photoKey);
return getHtml([
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"<span>",
"<div>",
"<br/>",
'<img style="width:128px;height:128px;" src="' + photoUrl + '"/>',
"</div>",
"<div>",
"<span>",
photoKey.replace(albumPhotosKey, ""),
"</span>",
"</div>",
"</span>",
]);
});
const message = photos.length
? "<p>The following photos are present.</p>"
: "<p>There are no photos in this album.</p>";
const htmlTemplate = [
"<div>",
'<button onclick="listAlbums()">',
"Back To albums",
"</button>",
"</div>",
"<h2>",
"Album: " + albumName,
"</h2>",
message,
"<div>",
getHtml(photos),
"</div>",
"<h2>",
"End of album: " + albumName,
"</h2>",
"<div>",
'<button onclick="listAlbums()">',
"Back To albums",
"</button>",
"</div>",
];
document.getElementById("viewer").innerHTML = getHtml(htmlTemplate);
document
.getElementsByTagName("img")[0]
.setAttribute("style", "display:none;");
} catch (err) {
return alert("There was an error viewing your album: " + err.message);
}

};

// Make the viewAlbum function available to the browser
window.viewAlbum = viewAlbum;

コードの実行
この例のコードを実行するには
1.

すべてのコードをs3_PhotoViewer.jsとして保存します。

Note
このファイルは次の場所で入手できますGitHub。
2.

「REGION をus-west-2のようなAWS地域に置き換えてください。

3.

#bucket name#は、Amazon S3 バケットに置き換します。

4.

IDENTITY_POOL_ID を、この例で作成したAmazon CognitoIDプールのサンプルペー
ジにIdentityPoolId置き換えます。
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5.

コマンドプロンプトで以下を実行して、バンドルしてください JavaScript この例では、というファイ
ルにmain.js。
npx webpack ./src/s3_PhotoViewer.js --mode development --target web --no-devtool -o
main.js

Note
webpack のインストールについては、「Webpack によるアプリケーションのバンド
ル (p. 42)」を参照してください。
6.

コマンドラインで次を実行します。
node s3_PhotoViewer.js

Amazon S3 バケット内の写真を表示する: 完全なコード
このセクションには、完全な HTML コードと JavaScript Amazon S3 バケット内の写真を表示できる例の
コード。詳細と前提条件については、 [ the Prerequisites section ] (p. 181)を参照してください。
この例の HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="./main.js"></script>
</head>
<body>
<h1>Photo album viewer</h1>
<div id="viewer" />
<script>
listAlbums();
</script>
</body>
</html>

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。
以下は、この例のブラウザスクリプトコードです。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。
// Load the required clients and packages
const { CognitoIdentityClient } = require("@aws-sdk/client-cognito-identity");
const {
fromCognitoIdentityPool,
} = require("@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity");
const { S3Client, ListObjectsCommand } = require("@aws-sdk/client-s3");
// Initialize the Amazon Cognito credentials provider
const REGION = "region"; //e.g., 'us-east-1'
const s3 = new S3Client({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: REGION }),
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identityPoolId: "IDENTITY_POOL_ID", // IDENTITY_POOL_ID e.g., eu-west-1:xxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx
}),
});
// A utility function to create HTML.
function getHtml(template) {
return template.join("\n");
}
// Make the getHTML function available to the browser
window.getHTML = getHtml;
// List the photo albums that exist in the bucket
const albumBucketName = "BUCKET_NAME"; //BUCKET_NAME
const listAlbums = async () => {
try {
const data = await s3.send(
new ListObjectsCommand({ Delimiter: "/", Bucket: albumBucketName })
);
const albums = data.CommonPrefixes.map(function (commonPrefix) {
const prefix = commonPrefix.Prefix;
const albumName = decodeURIComponent(prefix.replace("/", ""));
return getHtml([
"<li>",
'<button style="margin:5px;" onclick="viewAlbum(\'' +
albumName +
"')\">",
albumName,
"</button>",
"</li>",
]);
});
const message = albums.length
? getHtml(["<p>Click an album name to view it.</p>"])
: "<p>You don't have any albums. You need to create an album.";
const htmlTemplate = [
"<h2>Albums</h2>",
message,
"<ul>",
getHtml(albums),
"</ul>",
];
document.getElementById("viewer").innerHTML = getHtml(htmlTemplate);
} catch (err) {
return alert("There was an error listing your albums: " + err.message);
}
};
// Make the viewAlbum function available to the browser
window.listAlbums = listAlbums;
// Show the photos that exist in an album
const viewAlbum = async (albumName) => {
try {
const albumPhotosKey = encodeURIComponent(albumName) + "/";
const data = await s3.send(
new ListObjectsCommand({
Prefix: albumPhotosKey,
Bucket: albumBucketName,
})
);
const href = "https://s3." + REGION + ".amazonaws.com/";
const bucketUrl = href + albumBucketName + "/";
const photos = data.Contents.map(function (photo) {
const photoKey = photo.Key;
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const photoUrl = bucketUrl + encodeURIComponent(photoKey);
return getHtml([
"<span>",
"<div>",
"<br/>",
'<img style="width:128px;height:128px;" src="' + photoUrl + '"/>',
"</div>",
"<div>",
"<span>",
photoKey.replace(albumPhotosKey, ""),
"</span>",
"</div>",
"</span>",
]);
});
const message = photos.length
? "<p>The following photos are present.</p>"
: "<p>There are no photos in this album.</p>";
const htmlTemplate = [
"<div>",
'<button onclick="listAlbums()">',
"Back To albums",
"</button>",
"</div>",
"<h2>",
"Album: " + albumName,
"</h2>",
message,
"<div>",
getHtml(photos),
"</div>",
"<h2>",
"End of album: " + albumName,
"</h2>",
"<div>",
'<button onclick="listAlbums()">',
"Back To albums",
"</button>",
"</div>",
];
document.getElementById("viewer").innerHTML = getHtml(htmlTemplate);
document
.getElementsByTagName("img")[0]
.setAttribute("style", "display:none;");
} catch (err) {
return alert("There was an error viewing your album: " + err.message);
}

};

// Make the viewAlbum function available to the browser
window.viewAlbum = viewAlbum;

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。

ブラウザから Amazon S3 へ写真をアップロードします

このブラウザスクリプトコード例では以下を示します。
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• ユーザーが Amazon S3 バケットにフォトアルバムを作成し、そのアルバムに写真をアップロードでき
るようにする、ブラウザアプリケーションの作成方法。

シナリオ
この例では、シンプルな HTML ページが、写真をアップロードできる Amazon S3 バケットにフォトアル
バムを作成するためのブラウザベースのアプリケーションを提供します。アプリケーションを使用する
と、追加した写真やアルバムを削除することができます。

ブラウザスクリプトは、次の SDK を使用します。 JavaScript Amazon S3 バケットと連携します。フォト
アルバムアプリケーションを有効にするには、Amazon S3 クライアントクラスの次のメソッドを使用しま
す。
• PutObjectCommand
• DeleteObjectCommand
• ListObjectsCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例から確認し、必要なも
のをインストールしますAWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に
従って、GitHub。
• Amazon S3 コンソールで、アルバムに写真を保存するために使用する Amazon S3 バケットを作成
します。コンソールでのバケットの作成の詳細については、[ Amazon Simple Storage Service User
Guide ]の「[ Creating a bucket ]を参照してください。オブジェクトで読み取りおよび書き込みの両方の
許可があることを確認してください。バケットの許可の設定の詳細については、ウェブサイトアクセス
に必要な許可の設定を参照してください。
• Amazon Cognito コンソールで、Amazon S3 バケットと同じリージョンの認証されていないユーザー
に対してアクセスが有効になっているフェデレーテッドアイデンティティを使用して Amazon Cognito
アイデンティティプールを作成します。コード内の ID プール ID を含めて、ブラウザスクリプトの認
証情報を取得する必要があります。Amazon Cognito フェデレーションIDの詳細については、[ Amazon
Cognito Developer Guide ]の[ Amazon Cognito identity pools (federated identities) ]を参照してくださ
い。
• IAM コンソールで、Amazon Cognito によって認証されていないユーザー用に作成された IAM ロール
を見つけます。次のポリシーを追加し、Amazon S3 バケットに読み取りおよび書き込みの許可を付与
します。IAM ロール作成の詳細については、IAM User Guide（IAM ユーザーガイド）Creating a role to
delegate permissions to an AWS service（サービスに許可を委任するロールの作成）を参照してくださ
い。
認証されていないユーザー用に Amazon Cognito によって作成された IAM ロールに、このロールポリ
シーを使用します。

Warning
認証されていないユーザーに対してアクセスを有効にした場合は、世界中のすべてのユーザー
に、バケット、およびバケット内のすべてのオブジェクトへの書き込みアクセス許可が付与さ
れます。このセキュリティ体制がこの例で便利なのは、この例の主な目的に焦点を合わせるた
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めです。多くの実況では、ただし、認証されたユーザーとオブジェクトの所有権を使用するな
ど、セキュリティを強化することを強くお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:DeleteObject",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKET_NAME",
"arn:aws:s3:::BUCKET_NAME/*"
]
}
]

}

CORS の設定
ブラウザスクリプトが Amazon S3 バケットにアクセスする前に、まず次のように CORS 設定 (p. 41)を
セットアップする必要があります。

Important
新しいAWSWeb サービスマネジメントコンソールのAmazon S3では、CORS 設定はJSONである
必要があります。
JSON
[

]

{

}

"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"HEAD",
"GET",
"PUT",
"POST",
"DELETE"
],
"AllowedOrigins": [
"*"
],
"ExposeHeaders": [
"ETag"
]

XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
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<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
<ExposeHeader>ETag</ExposeHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>

必要なSDKクライアントとパッケージをインストールします
次のSDKモジュールをインストールします。

Note
SDKモジュールのインストールについては、「の SDK のインストール JavaScript (p. 24)」を参
照してください。
• クライアント-S3
• 認証情報プロバイダー
• credential-provider-cognito-identity

Webpackをインストールします
AWS SDK for JavaScriptのV3をブラウザで使用するには、Webpack に javascript モジュールと関数をバン
ドルする必要があります。
Web Pack をインストールするには、コマンドラインで以下を実行します。
npm install --save-dev webpack

Important
この例 package.json についてのサンプルを表示するには、AWS SDK for JavaScriptのコードサン
プル GitHub。

Note
Webpackのインストールの詳細については、「Webpack によるアプリケーションのバンド
ル (p. 42)」を参照してください。

ウェブページの定義
写真表示アプリケーションのHTMLは、ブラウザスクリプトが表示/アップロードインターフェイスを作成
する<div>要素で構成されています。
-<script>要素は<main.js>ファイル (必要なものがすべて含まれています) JavaScript 例から確認でき
ます。

Note
<main.js>ファイルを生成するには、コードの実行 (p. 200)以下を参照してください。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
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えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="./main.js"></script>
<script>
function getHtml(template) {
return template.join("\n");
}
listAlbums();
</script>
</head>
<body>
<h1>My photo albums app</h1>
<div id="app"></div>
</body>
</html>

SDK の設定
CognitoIdentityCredentials メソッドを呼び出して SDK を設定するために必要な認証情報を取得
し、Amazon Cognito アイデンティティプール ID を提供します。次に、S3 クライアントサービスオブ
ジェクトを作成します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。
// Load the required clients and packages
const { CognitoIdentityClient } = require("@aws-sdk/client-cognito-identity");
const {
fromCognitoIdentityPool,
} = require("@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity");
const { S3Client, PutObjectCommand, ListObjectsCommand, DeleteObjectCommand,
DeleteObjectsCommand } = require("@aws-sdk/client-s3");
// Set the AWS Region
const REGION = "REGION"; //REGION
// Initialize the Amazon Cognito credentials provider
const s3 = new S3Client({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: REGION }),
identityPoolId: "IDENTITY_POOL_ID", // IDENTITY_POOL_ID
}),
});
const albumBucketName = "BUCKET_NAME"; //BUCKET_NAME

この例の残りのコードのほとんどすべては、バケット内のアルバムに関する情報を収集して表示し、アル
バムにアップロードされた写真をアップロードして表示し、写真とアルバムを削除する一連の関数に整理
されます。これらの関数は以下の通りです。
• listAlbums
• createAlbum
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• viewAlbum
• addPhoto
• deleteAlbum
• deletePhoto

バケット内のアルバムを一覧表示する
アプリケーションは、キーがスラッシュ文字で始まるオブジェクトとして Amazon S3 バケットにアルバ
ムを作成し、そのオブジェクトがフォルダとして機能していることを示します。バケット内のすべての既
存アルバムを一覧表示するには、アプリケーションのlistAlbums関数がListObjectsCommandの使用
時に、S3クライアントサービスオブジェクトのcommonPrefix メソッドを呼び出し、アルバムとして使
用されているオブジェクトのみを返します。
関数の残りの部分は Amazon S3 バケットからアルバムのリストを取得して、ウェブページにアルバムの
リストを表示するために必要な HTML を生成します。個々のアルバムを削除したり開いたりすることもで
きます。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

// A utility function to create HTML
function getHtml(template) {
return template.join("\n");
}
// Make getHTML function available to the browser
window.getHTML = getHtml;
// List the photo albums that exist in the bucket
const listAlbums = async () => {
try {
const data = await s3.send(
new ListObjectsCommand({ Delimiter: "/", Bucket: albumBucketName })
);
if (data.CommonPrefixes === undefined) {
const htmlTemplate = [
"<p>You don't have any albums. You need to create an album.</p>",
"<button onclick=\"createAlbum(prompt('Enter album name:'))\">",
"Create new album",
"</button>",
];
document.getElementById("app").innerHTML = htmlTemplate;
} else {
var albums = data.CommonPrefixes.map(function (commonPrefix) {
var prefix = commonPrefix.Prefix;
var albumName = decodeURIComponent(prefix.replace("/", ""));
return getHtml([
"<li>",
"<span onclick=\"deleteAlbum('" + albumName + "')\">X</span>",
"<span onclick=\"viewAlbum('" + albumName + "')\">",
albumName,
"</span>",
"</li>",
]);
});
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var message = albums.length
? getHtml([
"<p>Click an album name to view it.</p>",
"<p>Click the X to delete the album.</p>",
])
: "<p>You do not have any albums. You need to create an album.";
const htmlTemplate = [
"<h2>Albums</h2>",
message,
"<ul>",
getHtml(albums),
"</ul>",
"<button onclick=\"createAlbum(prompt('Enter Album Name:'))\">",
"Create new Album",
"</button>",
];
document.getElementById("app").innerHTML = getHtml(htmlTemplate);

}
} catch (err) {
return alert("There was an error listing your albums: " + err.message);
}

};

// Make listAlbums function available to the browser
window.listAlbums = listAlbums;

バケットにアルバムを作成する
Amazon S3 バケットにアルバムを作成するには、アプリケーションの createAlbum 関数がまず新しい
アルバムに付けられた名前を検証し、適切な文字が含まれていることを確認します。次に関数は Amazon
S3 オブジェクトキーを作成し、それを Amazon S3 サービスオブジェクトの headObject メソッドに渡
します。このメソッドは指定されたキーのメタデータを返すので、データを返す場合、そのキーを持つオ
ブジェクトはすでに存在しています。
アルバムがまだ存在しない場合、関数は、S3クライアントサービスオブジェクト
のPutObjectCommandメソッドを呼び出し、アルバムを作成します。次に、viewAlbum 関数を呼び出
し、新しい空のアルバムを表示します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

// Create an album in the bucket
const createAlbum = async (albumName) => {
albumName = albumName.trim();
if (!albumName) {
return alert("Album names must contain at least one non-space character.");
}
if (albumName.indexOf("/") !== -1) {
return alert("Album names cannot contain slashes.");
}
var albumKey = encodeURIComponent(albumName);
try {
const key = albumKey + "/";
const params = { Bucket: albumBucketName, Key: key };
await s3.send(new PutObjectCommand(params));
alert("Successfully created album.");
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viewAlbum(albumName);
} catch (err) {
return alert("There was an error creating your album: " + err.message);
}

};

// Make createAlbum function available to the browser
window.createAlbum = createAlbum;

アルバムを表示する
Amazon S3 バケット内のアルバムの内容を表示するために、アプリケーションの viewAlbum 関数は、ア
ルバム名を取得して、そのアルバムの Amazon S3 キーを作成します。この関数は、S3クライアントサー
ビスオブジェクトのlistObjectsメソッドを呼び出して、アルバム内のすべてのオブジェクト(写真)のリ
ストを取得します。
残りの関数はアルバムからオブジェクト (写真) のリストを取得して、ウェブページに写真を表示するため
に必要な HTML を生成します。個々の写真を削除したり、アルバムのリストに戻ったりすることもできま
す。

// View the contents of an album
const viewAlbum = async (albumName) => {
const albumPhotosKey = encodeURIComponent(albumName) + "/";
try {
const data = await s3.send(
new ListObjectsCommand({
Prefix: albumPhotosKey,
Bucket: albumBucketName,
})
);
if (data.Contents.length === 1) {
var htmlTemplate = [
"<p>You don't have any photos in this album. You need to add photos.</p>",
'<input id="photoupload" type="file" accept="image/*">',
'<button id="addphoto" onclick="addPhoto(\'' + albumName + "')\">",
"Add photo",
"</button>",
'<button onclick="listAlbums()">',
"Back to albums",
"</button>",
];
document.getElementById("app").innerHTML = getHtml(htmlTemplate);
} else {
console.log(data);
const href = "https://s3." + REGION + ".amazonaws.com/";
const bucketUrl = href + albumBucketName + "/";
const photos = data.Contents.map(function (photo) {
const photoKey = photo.Key;
console.log(photo.Key);
const photoUrl = bucketUrl + encodeURIComponent(photoKey);
return getHtml([
"<span>",
"<div>",
'<img style="width:128px;height:128px;" src="' + photoUrl + '"/>',
"</div>",
"<div>",
"<span onclick=\"deletePhoto('" +
albumName +
"','" +
photoKey +
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"')\">",
"X",
"</span>",
"<span>",
photoKey.replace(albumPhotosKey, ""),
"</span>",
"</div>",
"</span>",
]);
});
var message = photos.length
? "<p>Click the X to delete the photo.</p>"
: "<p>You don't have any photos in this album. You need to add photos.</p>";
const htmlTemplate = [
"<h2>",
"Album: " + albumName,
"</h2>",
message,
"<div>",
getHtml(photos),
"</div>",
'<input id="photoupload" type="file" accept="image/*">',
'<button id="addphoto" onclick="addPhoto(\'' + albumName + "')\">",
"Add photo",
"</button>",
'<button onclick="listAlbums()">',
"Back to albums",
"</button>",
];
document.getElementById("app").innerHTML = getHtml(htmlTemplate);
document.getElementsByTagName("img")[0].remove();

}
} catch (err) {
return alert("There was an error viewing your album: " + err.message);
}

};
// Make viewAlbum function available to the browser
window.viewAlbum = viewAlbum;

アルバムに写真を追加する
Amazon S3 バケット内のアルバムに写真をアップロードするために、アプリケーションの addPhoto 関
数はウェブページのファイルピッカーエレメントを使用して、アップロードするファイルを特定します。
次に、現在のアルバム名とファイル名から写真をアップロードするためのキーを作成します。
関数は、Amazon S3 サービスオブジェクトの putObject メソッドを呼び出し、写真をアップロードしま
す。写真をアップロードすると、アップロードされた写真が表示されるように、関数はアルバムを再表示
します。

// Add a photo to an album
const addPhoto = async (albumName) => {
const files = document.getElementById("photoupload").files;
try {
const albumPhotosKey = encodeURIComponent(albumName) + "/";
await s3.send(
new ListObjectsCommand({
Prefix: albumPhotosKey,
Bucket: albumBucketName
})
);
const file = files[0];
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const fileName = file.name;
const photoKey = albumPhotosKey + fileName;
const uploadParams = {
Bucket: albumBucketName,
Key: photoKey,
Body: file
};
try {
await s3.send(new PutObjectCommand(uploadParams));
alert("Successfully uploaded photo.");
viewAlbum(albumName);
} catch (err) {
return alert("There was an error uploading your photo: ", err.message);
}
} catch (err) {
if (!files.length) {
return alert("Choose a file to upload first.");
}
}

};
// Make addPhoto function available to the browser
window.addPhoto = addPhoto;

写真を削除する
Amazon S3バケットのアルバムから写真を削除するために、アプリケーションのdeletePhoto関数は
Amazon S3 クライアントサービスオブジェクトのDeleteObjectCommandメソッドを呼び出します。こ
れにより、関数に渡された photoKey の値で指定された写真が削除されます。

// Delete a photo from an album
const deletePhoto = async (albumName, photoKey) => {
try {
console.log(photoKey);
const params = { Key: photoKey, Bucket: albumBucketName };
await s3.send(new DeleteObjectCommand(params));
console.log("Successfully deleted photo.");
viewAlbum(albumName);
} catch (err) {
return alert("There was an error deleting your photo: ", err.message);
}
};
// Make deletePhoto function available to the browser
window.deletePhoto = deletePhoto;

アルバムを削除する
Amazon S3バケットのアルバムを削除するために、アプリケーションのdeleteAlbum関数はAmazon S3
クライアントサービスオブジェクトのdeleteObjectsメソッドを呼び出します。

// Delete an album from the bucket
const deleteAlbum = async (albumName) => {
const albumKey = encodeURIComponent(albumName) + "/";
try {
const params = { Bucket: albumBucketName, Prefix: albumKey };
const data = await s3.send(new ListObjectsCommand(params));
const objects = data.Contents.map(function (object) {
return { Key: object.Key };
});
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try {
const params = {
Bucket: albumBucketName,
Delete: { Objects: objects },
Quiet: true,
};
await s3.send(new DeleteObjectsCommand(params));
listAlbums();
return alert("Successfully deleted album.");
} catch (err) {
return alert("There was an error deleting your album: ", err.message);
}
} catch (err) {
return alert("There was an error deleting your album1: ", err.message);
}

};
// Make deleteAlbum function available to the browser
window.deleteAlbum = deleteAlbum;

コードの実行
この例のコードを実行するには
1.

すべてのコードをs3_PhotoExample.jsとして保存します。

Note
このファイルは利用可能ですここ: GitHub。
2.

REGION は AWS「米国-東部-1」などの地域に置き換えてください。

3.

#bucket name#は、Amazon S3 バケットに置き換します。

4.

置換#IDENTITY_POOL_ID#と IdentityPoolIdからのサンプルページこの例で作成した Amazon
Cognito ID プールの。

Note
IDENTITY_POOL_ID はコンソールに赤色で表示されます。
5.

コマンドラインで次を実行して、 JavaScript この例では、<main.js>:
npx webpack ./src/s3_PhotoExample.js --mode development --target web --no-devtool -o
main.js

Note
インストールについての情報 WebPack参照,Webpack によるアプリケーションのバンド
ル (p. 42)。
6.
コマンドラインで次を実行します。
node s3_PhotoExample.js

Amazon S3 への写真のアップロード: 完全なコード
このセクションには、完全な HTML コードが含まれています。 JavaScript Amazon S3 フォトアルバムに
写真をアップロードする例のコード。詳細と前提条件については、親セクション (p. 190)を参照してくだ
さい。
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この例の HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="./main.js"></script>
<script>
function getHtml(template) {
return template.join("\n");
}
listAlbums();
</script>
</head>
<body>
<h1>My photo albums app</h1>
<div id="app"></div>
</body>
</html>

このサンプルコードはこちらから確認できます。ここ: GitHub。
この例のブラウザスクリプトコード:
// Load the required clients and packages
const { CognitoIdentityClient } = require("@aws-sdk/client-cognito-identity");
const {
fromCognitoIdentityPool,
} = require("@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity");
const { S3Client, PutObjectCommand, ListObjectsCommand, DeleteObjectCommand,
DeleteObjectsCommand } = require("@aws-sdk/client-s3");
// Set the AWS Region
const REGION = "REGION"; //REGION
// Initialize the Amazon Cognito credentials provider
const s3 = new S3Client({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: REGION }),
identityPoolId: "IDENTITY_POOL_ID", // IDENTITY_POOL_ID
}),
});
const albumBucketName = "BUCKET_NAME"; //BUCKET_NAME
// A utility function to create HTML
function getHtml(template) {
return template.join("\n");
}
// Make getHTML function available to the browser
window.getHTML = getHtml;
// List the photo albums that exist in the bucket
const listAlbums = async () => {
try {
const data = await s3.send(
new ListObjectsCommand({ Delimiter: "/", Bucket: albumBucketName })
);
if (data.CommonPrefixes === undefined) {
const htmlTemplate = [
"<p>You don't have any albums. You need to create an album.</p>",
"<button onclick=\"createAlbum(prompt('Enter album name:'))\">",
"Create new album",
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"</button>",
];
document.getElementById("app").innerHTML = htmlTemplate;
} else {
var albums = data.CommonPrefixes.map(function (commonPrefix) {
var prefix = commonPrefix.Prefix;
var albumName = decodeURIComponent(prefix.replace("/", ""));
return getHtml([
"<li>",
"<span onclick=\"deleteAlbum('" + albumName + "')\">X</span>",
"<span onclick=\"viewAlbum('" + albumName + "')\">",
albumName,
"</span>",
"</li>",
]);
});
var message = albums.length
? getHtml([
"<p>Click an album name to view it.</p>",
"<p>Click the X to delete the album.</p>",
])
: "<p>You do not have any albums. You need to create an album.";
const htmlTemplate = [
"<h2>Albums</h2>",
message,
"<ul>",
getHtml(albums),
"</ul>",
"<button onclick=\"createAlbum(prompt('Enter Album Name:'))\">",
"Create new Album",
"</button>",
];
document.getElementById("app").innerHTML = getHtml(htmlTemplate);
}
} catch (err) {
return alert("There was an error listing your albums: " + err.message);
}

};

// Make listAlbums function available to the browser
window.listAlbums = listAlbums;
// Create an album in the bucket
const createAlbum = async (albumName) => {
albumName = albumName.trim();
if (!albumName) {
return alert("Album names must contain at least one non-space character.");
}
if (albumName.indexOf("/") !== -1) {
return alert("Album names cannot contain slashes.");
}
var albumKey = encodeURIComponent(albumName);
try {
const key = albumKey + "/";
const params = { Bucket: albumBucketName, Key: key };
await s3.send(new PutObjectCommand(params));
alert("Successfully created album.");
viewAlbum(albumName);
} catch (err) {
return alert("There was an error creating your album: " + err.message);
}
};
// Make createAlbum function available to the browser
window.createAlbum = createAlbum;
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// View the contents of an album
const viewAlbum = async (albumName) => {
const albumPhotosKey = encodeURIComponent(albumName) + "/";
try {
const data = await s3.send(
new ListObjectsCommand({
Prefix: albumPhotosKey,
Bucket: albumBucketName,
})
);
if (data.Contents.length === 1) {
var htmlTemplate = [
"<p>You don't have any photos in this album. You need to add photos.</p>",
'<input id="photoupload" type="file" accept="image/*">',
'<button id="addphoto" onclick="addPhoto(\'' + albumName + "')\">",
"Add photo",
"</button>",
'<button onclick="listAlbums()">',
"Back to albums",
"</button>",
];
document.getElementById("app").innerHTML = getHtml(htmlTemplate);
} else {
console.log(data);
const href = "https://s3." + REGION + ".amazonaws.com/";
const bucketUrl = href + albumBucketName + "/";
const photos = data.Contents.map(function (photo) {
const photoKey = photo.Key;
console.log(photo.Key);
const photoUrl = bucketUrl + encodeURIComponent(photoKey);
return getHtml([
"<span>",
"<div>",
'<img style="width:128px;height:128px;" src="' + photoUrl + '"/>',
"</div>",
"<div>",
"<span onclick=\"deletePhoto('" +
albumName +
"','" +
photoKey +
"')\">",
"X",
"</span>",
"<span>",
photoKey.replace(albumPhotosKey, ""),
"</span>",
"</div>",
"</span>",
]);
});
var message = photos.length
? "<p>Click the X to delete the photo.</p>"
: "<p>You don't have any photos in this album. You need to add photos.</p>";
const htmlTemplate = [
"<h2>",
"Album: " + albumName,
"</h2>",
message,
"<div>",
getHtml(photos),
"</div>",
'<input id="photoupload" type="file" accept="image/*">',
'<button id="addphoto" onclick="addPhoto(\'' + albumName + "')\">",
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"Add photo",
"</button>",
'<button onclick="listAlbums()">',
"Back to albums",
"</button>",

];
document.getElementById("app").innerHTML = getHtml(htmlTemplate);
document.getElementsByTagName("img")[0].remove();

}
} catch (err) {
return alert("There was an error viewing your album: " + err.message);
}

};
// Make viewAlbum function available to the browser
window.viewAlbum = viewAlbum;

// Add a photo to an album
const addPhoto = async (albumName) => {
const files = document.getElementById("photoupload").files;
try {
const albumPhotosKey = encodeURIComponent(albumName) + "/";
await s3.send(
new ListObjectsCommand({
Prefix: albumPhotosKey,
Bucket: albumBucketName
})
);
const file = files[0];
const fileName = file.name;
const photoKey = albumPhotosKey + fileName;
const uploadParams = {
Bucket: albumBucketName,
Key: photoKey,
Body: file
};
try {
await s3.send(new PutObjectCommand(uploadParams));
alert("Successfully uploaded photo.");
viewAlbum(albumName);
} catch (err) {
return alert("There was an error uploading your photo: ", err.message);
}
} catch (err) {
if (!files.length) {
return alert("Choose a file to upload first.");
}
}
};
// Make addPhoto function available to the browser
window.addPhoto = addPhoto;
// Delete a photo from an album
const deletePhoto = async (albumName, photoKey) => {
try {
console.log(photoKey);
const params = { Key: photoKey, Bucket: albumBucketName };
await s3.send(new DeleteObjectCommand(params));
console.log("Successfully deleted photo.");
viewAlbum(albumName);
} catch (err) {
return alert("There was an error deleting your photo: ", err.message);
}
};
// Make deletePhoto function available to the browser
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window.deletePhoto = deletePhoto;
// Delete an album from the bucket
const deleteAlbum = async (albumName) => {
const albumKey = encodeURIComponent(albumName) + "/";
try {
const params = { Bucket: albumBucketName, Prefix: albumKey };
const data = await s3.send(new ListObjectsCommand(params));
const objects = data.Contents.map(function (object) {
return { Key: object.Key };
});
try {
const params = {
Bucket: albumBucketName,
Delete: { Objects: objects },
Quiet: true,
};
await s3.send(new DeleteObjectsCommand(params));
listAlbums();
return alert("Successfully deleted album.");
} catch (err) {
return alert("There was an error deleting your album: ", err.message);
}
} catch (err) {
return alert("There was an error deleting your album1: ", err.message);
}
};
// Make deleteAlbum function available to the browser
window.deleteAlbum = deleteAlbum;

このサンプルコードはこちらから確認できます。ここ: GitHub。

Amazon S3 Node.js の例
以下のトピックでは、AWS SDK for JavaScript を Node.js で使用して Amazon S3 バケットとやり取りす
る方法の例を示します。
トピック
• Amazon S3 バケットの作成と使用 (p. 205)
• Amazon S3 バケットを設定する (p. 218)
• Amazon S3 バケットへのアクセス許可を管理する (p. 221)
• Amazon S3 バケットのポリシーで作業する (p. 224)
• 静的ウェブホストとして Amazon S3 バケットを使用する (p. 228)

Amazon S3 バケットの作成と使用

この Node.js コード例は以下を示しています。
• アカウントの Amazon S3 バケットのリストを取得して表示する方法。
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• Amazon S3 バケットを作成する方法。
• 指定バケットにオブジェクトをアップロードする方法。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して既存の Amazon S3 バケットのリストを取得し、バ
ケットを作成して、指定したバケットにファイルをアップロードします。これらの Node.js モジュールは
SDK を使用し、Amazon S3 クライアントクラスのこれらのメソッドを使用して、Amazon S3 バケットか
ら情報を取得し、Amazon S3 バケットから情報を取得し、Amazon S3 バケットから情報をアップロード
します。 JavaScript
• ListBucketsCommand
• CreateBucketCommand
• ListObjectsCommand
• PutObjectCommand
• UploadPartCommand,
• GetObjectCommand
• DeleteBucketCommand
次のノードフェッチの方法を使用して、事前に署名されたURLを生成する例もあります。
• PUT
• GET

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• の手順に従って、Node JavaScript サンプルを実行するプロジェクト環境を設定します GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

Amazon S3 バケットのリストを表示する
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
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import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_listbuckets.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したように、
必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してくださ
い。Amazon Simple ストレージサービス にアクセスするには、S3 クライアントサービスオブジェクトを
作成します。Amazon S3クライアントサービスオブジェクトの listBucketsメソッドを呼び出して、バ
ケットのリストを取得します。コールバック関数の data パラメータには、バケットを表すマップの配列
を含む Buckets プロパティがあります。コンソールにログ記録してバケットリストを表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ListBucketsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new ListBucketsCommand({}));
console.log("Success", data.Buckets);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_listbuckets.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon S3 バケットの作成
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_createbucket.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したように、必要
なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してください。S3ク
ライアントサービスオブジェクトを作成する。このモジュールでは、単一のコマンドライン引数を取り、
新しいバケットの名前を指定します。
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新しく作成したバケットの名前をふくむ、Amazon S3クライアントサービスオブジェクト
のcreateBucketメソッドの呼び出しに使用されるパラメータを保持する変数を追加します。Amazon S3
が正常に作成した後、コールバック関数は新しいバケットのロケーションをコンソールにログ記録しま
す。
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateBucketCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js";
// Set the bucket parameters.
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
// Create the Amazon S3 bucket.
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new CreateBucketCommand(bucketParams));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_createbucket.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon S3 バケットにファイルをアップロード
このセクションでは、次の方法について説明します。
• 新しいオブジェクトを作成し、Amazon S3 バケットにアップロードします。
• 既存オブジェクトのAmazon S3 バケットへのアップロード

オブジェクトを作成してAmazonS3バケットにアップロードする
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_create_and_upload_object.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示し
たように、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認して
ください。
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Amazon S3 サービスオブジェクトの PutObjectCommand メソッドを呼び出すために必要なパラメータ
で変数を作成します。Bucket パラメータ内のターゲットバケットの名前を指定します。Keyパラメータ
は、オブジェクトの名前を指定します。

Note
オブジェクトのディレクトリを作成するには、directoryY_NAME/OBJECT_NAMEの形式を使用
します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
// Set the parameters.
export const bucketParams = {
Bucket: "BUCKET_NAME",
// Specify the name of the new object. For example, 'index.html'.
// To create a directory for the object, use '/'. For example, 'myApp/package.json'.
Key: "OBJECT_NAME",
// Content of the new object.
Body: "BODY",
};
// Create and upload the object to the S3 bucket.
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new PutObjectCommand(bucketParams));
return data; // For unit tests.
console.log(
"Successfully uploaded object: " +
bucketParams.Bucket +
"/" +
bucketParams.Key
);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_create_and_upload_object.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

既存オブジェクトのAmazon S3バケットへのアップロード
libs ディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
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export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_upload_object.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したように、必
要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してください。
Amazon S3 サービスオブジェクトの PutObjectCommand メソッドを呼び出すために必要なパラメータで
変数を作成します。Bucket パラメータ内のターゲットバケットの名前を指定します。既存のオブジェク
トの名前と、オブジェクトのパスを提供します。Key パラメータは、Node.js path モジュールを使用して
取得できる、選択したファイルの名前に設定されています。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
import {path} from "path";
import {fs} from "fs";
const file = "OBJECT_PATH_AND_NAME"; // Path to and name of object. For example '../
myFiles/index.js'.
const fileStream = fs.createReadStream(file);
// Set the parameters
export const uploadParams = {
Bucket: "BUCKET_NAME",
// Add the required 'Key' parameter using the 'path' module.
Key: path.basename(file),
// Add the required 'Body' parameter
Body: fileStream,
};
// Upload file to specified bucket.
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new PutObjectCommand(uploadParams));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_upload_object.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon S3 バケットからファイルを取得する
libs ディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
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const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_getobject.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したように、必要な
クライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してください。このモ
ジュールは 2 つのコマンドライン引数を取ります。1 つ目はターゲットバケットを指定し、もう 1 つは取
得するファイルを指定します。
Amazon S3 サービスオブジェクトの GetObjectCommand メソッドを呼び出すために必要なパラメータ
で変数を作成します。Bucket パラメータ内のターゲットバケットの名前を指定します。Key パラメータ
は、Node.js path モジュールを使用して取得できる、ファイルの名前に設定されています。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { GetObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
export const bucketParams = {
Bucket: "BUCKET_NAME",
Key: "KEY",
};
export const run = async () => {
try {
// Get the object} from the Amazon S3 bucket. It is returned as a ReadableStream.
const data = await s3Client.send(new GetObjectCommand(bucketParams));
// Convert the ReadableStream to a string.
return await data.Body.transformToString();
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_upload.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon S3 バケットでオブジェクトを一覧表示する
この例では、Amazon S3 バケットに最大 1000 件のオブジェクトを一覧表示します。

Note
1,000 件を超えるオブジェクトを一覧表示するには、 Amazon S3 バケットで1000件以上のオブ
ジェクトを一覧表示する (p. 212)を参照してください。
libs ディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
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const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_listobjects.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したように、必要な
クライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してください。
読み取るバケットの名前を含め、Amazon S3 サービスオブジェクトの ListObjectsCommnad メソッド
を呼び出すために使用されるパラメータを保持する変数を追加します。コールバック関数は、オブジェク
ト (ファイル) のリストまたはエラーメッセージをログに記録します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ListObjectsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
// Create the parameters for the bucket
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new ListObjectsCommand(bucketParams));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_listobjects.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon S3 バケットで1000件以上のオブジェクトを一覧表示する
この例では、Amazon S3 バケットの1,000件を超える場合のオブジェクトを一覧表示します。
libs ディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_list1000plusobjects.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してくださ
い。S3クライアントサービスオブジェクトを作成する。
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while ループを使用して、すべてのアイテムがリストされるまで1,000件ずつ一覧表示します。その
後、truncatedをtrueの値を持つフラグとしてフラグがfalse になるまで、一度に1,000件のアイテムを
出力するwhileループを示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ListObjectsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
// Create the parameters for the bucket
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export async function run() {
// Declare truncated as a flag that the while loop is based on.
let truncated = true;
// Declare a variable to which the key of the last element is assigned to in the
response.
let pageMarker;
// while loop that runs until 'response.truncated' is false.
while (truncated) {
try {
const response = await s3Client.send(new ListObjectsCommand(bucketParams));
// return response; //For unit tests
response.Contents.forEach((item) => {
console.log(item.Key);
});
// Log the key of every item in the response to standard output.
truncated = response.IsTruncated;
// If truncated is true, assign the key of the last element in the response to the
pageMarker variable.
if (truncated) {
pageMarker = response.Contents.slice(-1)[0].Key;
// Assign the pageMarker value to bucketParams so that the next iteration starts
from the new pageMarker.
bucketParams.Marker = pageMarker;
}
// At end of the list, response.truncated is false, and the function exits the while
loop.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
truncated = false;
}
}
}
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_list1000plusobjects.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon S3 バケットの削除
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
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const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_deletebucket.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したように、必要
なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してください。
削除するバケットの名前を含め、Amazon S3 サービスオブジェクトの deleteBucket メソッドを呼び出
すために使用されるパラメータを保持する変数を追加します。削除するためには、バケットは空である必
要があります。コールバック関数は成功または失敗のメッセージをログに記録します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { DeleteBucketCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
// Set the bucket parameters
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new DeleteBucketCommand(bucketParams));
return data; // For unit tests.
console.log("Success - bucket deleted");
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Invoke run() so these examples run out of the box.
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_deletebucket.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

事前署名付きURLを作成します
このセクションでは、Amazon S3 バケットにオブジェクトを取得および配置するための事前署名付きURL
を作成する方法を説明しました。

Amazon S3 バケットにオブジェクトをアップロードするための事前署名付きURLを作成します
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };
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このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_presignedURL_v3.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したように、
必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してください。
アップロードするバケットとオブジェクトを作成し、オブジェクトをアップロードするための事前署名付
きURLを作成し、そのオブジェクトをアップロードします。この例では、オブジェクトとバケットが自動
的に削除され、不要な料金が発生しないようにします。
Amazon S3 サービスオブジェクトのPutObjectCommandコマンドを呼び出すために必要なパラメータで
変数を作成します。この例では、バケット名、ファイル名、またはキー、本文、有効期限までの期間が事
前に入力されています。
事前署名付きURLの詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/
PresignedUrlUploadObject.html」を参照してください。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
CreateBucketCommand,
DeleteObjectCommand,
PutObjectCommand,
DeleteBucketCommand }
from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
import { getSignedUrl } from "@aws-sdk/s3-request-presigner";
import fetch from "node-fetch";
// Set parameters
// Create a random name for the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket and key
export const bucketParams = {
Bucket: `test-bucket-${Math.ceil(Math.random() * 10 ** 10)}`,
Key: `test-object-${Math.ceil(Math.random() * 10 ** 10)}`,
Body: "BODY"
};
export const run = async () => {
try {
// Create an S3 bucket.
console.log(`Creating bucket ${bucketParams.Bucket}`);
await s3Client.send(new CreateBucketCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket }));
console.log(`Waiting for "${bucketParams.Bucket}" bucket creation...`);
} catch (err) {
console.log("Error creating bucket", err);
}
try {
// Create a command to put the object in the S3 bucket.
const command = new PutObjectCommand(bucketParams);
// Create the presigned URL.
const signedUrl = await getSignedUrl(s3Client, command, {
expiresIn: 3600,
});
console.log(
`\nPutting "${bucketParams.Key}" using signedUrl with body "${bucketParams.Body}" in
v3`
);
console.log(signedUrl);
const response = await fetch(signedUrl, {method: 'PUT', body: bucketParams.Body});
console.log(
`\nResponse returned by signed URL: ${await response.text()}\n`
);
} catch (err) {
console.log("Error creating presigned URL", err);
}
try {
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// Delete the object.
console.log(`\nDeleting object "${bucketParams.Key}"} from bucket`);
await s3Client.send(
new DeleteObjectCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket, Key: bucketParams.Key })
);
} catch (err) {
console.log("Error deleting object", err);
}
try {
// Delete the S3 bucket.
console.log(`\nDeleting bucket ${bucketParams.Bucket}`);
await s3Client.send(
new DeleteBucketCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket })
);
} catch (err) {
console.log("Error deleting bucket", err);
}

};
run();

この例を実行するには、コマンドラインに次のように入力します。
node s3_put_presignedURL_v3.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon S3 バケットからオブジェクトを取得するための署名付きURLを作成する
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_get_presignedURL_v3.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してくださ
い。
バケットを作成してアップロードする関数を作成し、オブジェクトを作成してから、バケットからオブ
ジェクトを取得するための事前に署名されたURLを作成します。この例では、オブジェクトとバケットが
自動的に削除され、不要な料金が発生しないようにします。
Amazon S3 サービスオブジェクトのGetObjectCommandコマンドを呼び出すために必要なパラメータで
変数を作成します。この例では、バケット名、ファイル名、またはキー、本文、有効期限までの期間が事
前に入力されています。
事前署名付きURLの詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/
PresignedUrlUploadObject.html」を参照してください。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
CreateBucketCommand,
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PutObjectCommand,
GetObjectCommand,
DeleteObjectCommand,
DeleteBucketCommand }
from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
import { getSignedUrl } from "@aws-sdk/s3-request-presigner";
const fetch = require("node-fetch");
// Set parameters
// Create a random names for the S3 bucket and key.
export const bucketParams = {
Bucket: `test-bucket-${Math.ceil(Math.random() * 10 ** 10)}`,
Key: `test-object-${Math.ceil(Math.random() * 10 ** 10)}`,
Body: "BODY"
};
export const run = async () => {
// Create an S3 bucket.
try {
console.log(`Creating bucket ${bucketParams.Bucket}`);
const data = await s3Client.send(
new CreateBucketCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket })
);
return data; // For unit tests.
console.log(`Waiting for "${bucketParams.Bucket}" bucket creation...\n`);
} catch (err) {
console.log("Error creating bucket", err);
}
// Put the object in the S3 bucket.
try {
console.log(`Putting object "${bucketParams.Key}" in bucket`);
const data = await s3Client.send(
new PutObjectCommand({
Bucket: bucketParams.Bucket,
Key: bucketParams.Key,
Body: bucketParams.Body,
})
);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error putting object", err);
}
// Create a presigned URL.
try {
// Create the command.
const command = new GetObjectCommand(bucketParams);
// Create the presigned URL.
const signedUrl = await getSignedUrl(s3Client, command, {
expiresIn: 3600,
});
console.log(
`\nGetting "${bucketParams.Key}" using signedUrl with body "${bucketParams.Body}" in

v3`

);
console.log(signedUrl);
const response = await fetch(signedUrl);
console.log(
`\nResponse returned by signed URL: ${await response.text()}\n`
);
} catch (err) {
console.log("Error creating presigned URL", err);
}
// Delete the object.
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try {
console.log(`\nDeleting object "${bucketParams.Key}"} from bucket`);
const data = await s3Client.send(
new DeleteObjectCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket, Key: bucketParams.Key })
);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error deleting object", err);
}
// Delete the S3 bucket.
try {
console.log(`\nDeleting bucket ${bucketParams.Bucket}`);
const data = await s3Client.send(
new DeleteBucketCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket, Key: bucketParams.Key })
);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error deleting object", err);
}

};
run();

この例を実行するには、コマンドラインに次のように入力します。
node s3_get_presignedURL_v3.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon S3 バケットを設定する

この Node.js コード例は以下を示しています。
• バケットにクロスオリジンリソース共有 (CORS) アクセス許可を設定する方法。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して Amazon S3 バケットを一覧表示し、CORS とバケッ
トのログ記録を設定します。Node.js モジュールは SDK を使用し、Amazon S3 クライアントクラスのこ
れらのメソッドを使用して、選択した Amazon S3 バケットを設定します。 JavaScript
• GetBucketCorsCommand
• PutBucketCorsCommand
Amazon S3 バケットでCORS設定を使用する詳細については、 [ Amazon Simple Storage Service User
Guide]の[ Cross-origin resource sharing (CORS) 」を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• の手順に従って、Node JavaScript サンプルを実行するプロジェクト環境を設定します GitHub。
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• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

バケットのCORS設定を取得する
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

s3_getcors.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。モジュールは単一のコマンドラ
イン引数を取り、必要な CORS 設定があるバケットを指定します。前に示したように、必要なクライア
ントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してください。S3クライアント
サービスオブジェクトを作成する。
渡す必要がある唯一のパラメータは、GetBucketCorsCommand メソッドを呼び出すときに選択したバ
ケットの名前です。バケットに現在 CORS 設定がある場合、その設定はコールバック関数に渡された
data パラメータの CORSRules プロパティとして Amazon S3 によって返されます。
選択したバケットに CORS 設定がない場合、その情報は error パラメータでコールバック関数に返され
ます。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { GetBucketCorsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
// Create the parameters for calling
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new GetBucketCorsCommand(bucketParams));
console.log("Success", JSON.stringify(data.CORSRules));
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
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run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_getcors.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

バケットのCORS設定をセットする
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_setcors.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。このモジュールは複数のコマン
ドライン引数を取ります。最初の引数は、CORS 設定をセットするバケットを指定します。追加の引数
は、バケットに許可する HTTP メソッド (POST、GET、PUT、PATCH、DELETE、POST) を列挙しま
す。必要なクライアントとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
次に、S3 サービスオブジェクトの PutBucketCorsCommand メソッドで必要とされる CORS 設定の
値を保持する JSON オブジェクトを作成します。AllowedHeaders 値の "Authorization"、および
AllowedOrigins 値の "*" を指定します。最初は AllowedMethods の値を空の配列に設定してくださ
い。
許可されるメソッドを Node.js モジュールへのコマンドラインパラメータとして指定し、いずれかのパラ
メータに一致する各メソッドを追加します。結果の CORS 設定を CORSRules パラメータに含まれる設定
の配列に追加します。CORS 用に設定するバケットを Bucket パラメータで指定します。
// Import required AWS-SDK clients and commands for Node.js.
import { PutBucketCorsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
// Set parameters.
// Create initial parameters JSON for putBucketCors.
const thisConfig = {
AllowedHeaders: ["Authorization"],
AllowedMethods: [],
AllowedOrigins: ["*"],
ExposeHeaders: [],
MaxAgeSeconds: 3000,
};
// Assemble the list of allowed methods based on command line parameters
const allowedMethods = [];
process.argv.forEach(function (val) {
if (val.toUpperCase() === "POST") {
allowedMethods.push("POST");
}
if (val.toUpperCase() === "GET") {
allowedMethods.push("GET");
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}
if (val.toUpperCase() === "PUT") {
allowedMethods.push("PUT");
}
if (val.toUpperCase() === "PATCH") {
allowedMethods.push("PATCH");
}
if (val.toUpperCase() === "DELETE") {
allowedMethods.push("DELETE");
}
if (val.toUpperCase() === "HEAD") {
allowedMethods.push("HEAD");
}
});
// Copy the array of allowed methods into the config object
thisConfig.AllowedMethods = allowedMethods;
// Create an array of configs then add the config object to it.
const corsRules = new Array(thisConfig);
// Create CORS parameters.
export const corsParams = {
Bucket: "BUCKET_NAME",
CORSConfiguration: { CORSRules: corsRules },
};
export async function run() {
try {
const data = await s3Client.send(new PutBucketCorsCommand(corsParams));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

例を実行するには、コマンドプロンプトに示すように次の様に1件以上の HTTP メソッドを含めて次のよ
うに入力します。
node s3_setcors.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon S3 バケットへのアクセス許可を管理する

この Node.js コード例は以下を示しています。
• Amazon S3 バケットのアクセスコントロールリストの取得または設定方法。

シナリオ
この例では、Node.js モジュールを使用して、選択したバケットのバケットアクセス制御リスト (ACL) を
表示し、選択したバケットの ACL に変更を適用します。Node.js モジュールは SDK を使用し、Amazon
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S3 クライアントクラスのこれらのメソッドを使用して、Amazon S3 バケットのアクセス許可を管理しま
す。 JavaScript
• GetBucketAclCommand
• PutBucketAclCommand
Amazon S3 バケットのアクセスコントロールリストに関する詳細は、[ Amazon Simple Storage Service
User Guide ]の[ Managing access with ACLs ]を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• の手順に従って、Node JavaScript サンプルを実行するプロジェクト環境を設定します GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

現在のバケットのアクセスコントロールリストを取得する
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_getbucketacl.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したように、必要
なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してください。
S3Clientクライアントサービスオブジェクトを作成する。渡す必要がある唯一のパラメータ
は、GetBucketAclCommand メソッドを呼び出すときに選択したバケットの名前です。現在のアクセス
コントロールリストの設定は、コールバック関数に渡された data パラメータで Amazon S3 によって返
されます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { GetBucketAclCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
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// Create the parameters.
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new GetBucketAclCommand(bucketParams));
console.log("Success", data.Grants);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_getbucketacl.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon S3 バケットにアクセスコントロールリストの許可を添付する
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_putbucketacl.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したように、必要
なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してください。
[ BUCKET_NAME ]をAmazon S3 バケットの名前に置換してください。[GRANTEE_1]そして
GRANTEE_2 をそれぞれのアクセス制御権限を付与したいユーザーに置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutBucketAclCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
// Set the parameters. For more information,
// see https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/latest/AWS/S3.html#putBucketAclproperty.
export const bucketParams = {
Bucket: "BUCKET_NAME",
// 'GrantFullControl' allows grantee the read, write, read ACP, and write ACL permissions
on the bucket.
// Use a canonical user ID for an AWS account, formatted as follows:
// id=002160194XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa7a49125274
GrantFullControl: "GRANTEE_1",
// 'GrantWrite' allows grantee to create, overwrite, and delete any object in the bucket.
// For example, 'uri=http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery'
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GrantWrite: "GRANTEE_2",

};

export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new PutBucketAclCommand(bucketParams));
console.log("Success, permissions added to bucket", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_putbucketacl.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon S3 バケットのポリシーで作業する

この Node.js コード例は以下を示しています。
• Amazon S3 バケットのバケットポリシーを取得する方法。
• Amazon S3 バケットのバケットポリシーを追加または更新する方法。
• Amazon S3 バケットのバケットポリシーを削除する方法。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して Amazon S3 バケットのバケットポリシーを取得、設
定、または削除します。Node.js モジュールは SDK を使用し、Amazon S3 クライアントクラスのこれら
のメソッドを使用して、選択した Amazon S3 バケットのポリシーを設定します。 JavaScript
• GetBucketPolicyCommand
• PutBucketPolicyCommand
• DeleteBucketPolicyCommand
Amazon S3 バケットのバケットポリシーの詳細については、[ Amazon Simple Storage Service User
Guide ]の[ Using bucket policies and user policies ] を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• の手順に従って、Node JavaScript サンプルを実行するプロジェクト環境を設定します GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
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Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

現在のバケットポリシーを取得する
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_getbucketpolicy.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。モジュールは単一のコ
マンドライン引数を取り、必要なポリシーがあるバケットを指定します。前に示したように、必要なクラ
イアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してください。
S3 サービスオブジェクトを作成します。渡す必要がある唯一のパラメータ
は、GetBucketPolicyCommand メソッドを呼び出すときに選択したバケットの名前です。バケットに現
在ポリシーがある場合、そのポリシーはコールバック関数に渡される data パラメータで Amazon S3 に
よって返されます。
選択したバケットにポリシーがない場合、その情報は error パラメータでコールバック関数に返されま
す。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { GetBucketPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
// Create the parameters for calling
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new GetBucketPolicyCommand(bucketParams));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
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node s3_getbucketpolicy.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

シンプルバケットポリシーを設定する
libs ディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_setbucketpolicy.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。モジュールは単一の
コマンドライン引数を取り、適用するポリシーがあるバケットを指定します。必要なクライアントとパッ
ケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
バケットポリシーは JSON で指定します。まず、バケットを識別する Resource 値を除くすべての値を含
む JSON オブジェクトを作成して、ポリシーを指定します。
ポリシーに必要な Resource 文字列を選択したバケットの名前を組み込んでフォーマットします。JSON
オブジェクトにその文字列を挿入します。PutBucketPolicyCommand メソッドのパラメータを準備しま
す。これには、バケットの名前と JSON ポリシーを文字列値に変換したものを含めます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { CreateBucketCommand, PutBucketPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
const BUCKET_NAME = "BUCKET_NAME";
export const bucketParams = {
Bucket: BUCKET_NAME,
};
// Create the policy in JSON for the S3 bucket.
const readOnlyAnonUserPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Sid: "AddPerm",
Effect: "Allow",
Principal: "*",
Action: ["s3:GetObject"],
Resource: [""],
},
],
};
// Create selected bucket resource string for bucket policy.
const bucketResource = "arn:aws:s3:::" + BUCKET_NAME + "/*"; //BUCKET_NAME
readOnlyAnonUserPolicy.Statement[0].Resource[0] = bucketResource;
// Convert policy JSON into string and assign into parameters.
const bucketPolicyParams = {
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Bucket: BUCKET_NAME,
Policy: JSON.stringify(readOnlyAnonUserPolicy),

};

export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(
new CreateBucketCommand(bucketParams)
);
console.log('Success, bucket created.', data)
try {
const response = await s3Client.send(
new PutBucketPolicyCommand(bucketPolicyParams)
);
console.log("Success, permissions added to bucket", response);
return response;
}
catch (err) {
console.log("Error adding policy to S3 bucket.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating S3 bucket.", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_setbucketpolicy.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

バケットポリシーを削除する
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_deletebucketpolicy.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。モジュールは単
一のコマンドライン引数を取り、削除するポリシーがあるバケットを指定します。必要なクライアントと
パッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
DeleteBucketPolicy メソッドを呼び出すときに渡す必要がある唯一のパラメータは、選択したバケッ
トの名前です。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { DeleteBucketPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
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// Set the bucket parameters
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new DeleteBucketPolicyCommand(bucketParams));
console.log("Success", data + ", bucket policy deleted");
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Invoke run() so these examples run out of the box.
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_deletebucketpolicy.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

静的ウェブホストとして Amazon S3 バケットを使用する

この Node.js コード例は以下を示しています。
• 静的ウェブホストとして Amazon S3 バケットを設定する方法。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して、バケットのいずれかを静的ウェブホストとして機能
するように設定します。Node.js モジュールは SDK を使用し、Amazon S3 クライアントクラスのこれら
のメソッドを使用して、選択した Amazon S3 バケットを設定します。 JavaScript
• GetBucketWebsiteCommand
• PutBucketWebsiteCommand
• DeleteBucketWebsiteCommand
Amazon S3 バケットを静的ウェブホストとして使用する方法の詳細については、[Amazon Simple Storage
Service User Guide ]の[ Hosting a static website on Amazon S3 ]を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• の手順に従って、Node JavaScript サンプルを実行するプロジェクト環境を設定します GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
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Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

現在のバケットウェブサイト設定を取得する
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_getbucketwebsite.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。モジュールは単一の
コマンドライン引数を取り、必要なウェブサイト設定があるバケットを指定します。必要なクライアント
とパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
バケットリストで選択したバケットの現在のバケットウェブサイト設定を取得する関数を作成します。渡
す必要がある唯一のパラメータは、GetBucketWebsiteCommand メソッドを呼び出すときに選択したバ
ケットの名前です。バケットに現在ウェブサイト設定がある場合、その設定はコールバック関数に渡され
る data パラメータで Amazon S3 によって返されます。
選択したバケットにウェブサイト設定がない場合、その情報は err パラメータでコールバック関数に返さ
れます。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { GetBucketWebsiteCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
// Create the parameters for calling
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new GetBucketWebsiteCommand(bucketParams));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_getbucketwebsite.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

バケットウェブサイト設定をセットする
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_setbucketwebsite.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してくださ
い。S3クライアントサービスオブジェクトを作成する。
バケットのウェブサイト設定を適用する関数を作成します。この設定により、選択したバケットは静的
ウェブホストとして機能します。ウェブサイト設定は JSON で指定されます。まず、エラードキュメント
を特定する Key 値と、インデックスドキュメントを識別する Suffix 値を除くすべての値を含む JSON
オブジェクトを作成し、ウェブサイトの設定を指定します。
テキスト入力要素の値を JSON オブジェクトに挿入します。PutBucketWebsiteCommand メソッドのパ
ラメータを準備します。これには、バケットの名前と JSON ウェブサイト設定を含めます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutBucketWebsiteCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
// Create the parameters for the bucket
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const staticHostParams = {
Bucket: bucketParams,
WebsiteConfiguration: {
ErrorDocument: {
Key: "",
},
IndexDocument: {
Suffix: "",
},
},
};
export const run = async () => {
// Insert specified bucket name and index and error documents into parameters JSON
// from command line arguments
staticHostParams.Bucket = bucketParams;
staticHostParams.WebsiteConfiguration.IndexDocument.Suffix = "INDEX_PAGE"; // The index
document inserted into parameters JSON.
staticHostParams.WebsiteConfiguration.ErrorDocument.Key = "ERROR_PAGE"; // The error
document inserted into parameters JSON.
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// Set the new website configuration on the selected bucket.
try {
const data = await s3Client.send(new PutBucketWebsiteCommand(staticHostParams));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_setbucketwebsite.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

バケットのウェブサイト設定を削除する
libsディレクトリを作成し、ファイル名s3Client.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon S3 クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

このコードはこちらから入手できます GitHub。
s3_deletebucketwebsite.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してくださ
い。S3クライアントサービスオブジェクトを作成する。
選択したバケットのウェブサイト設定を削除する関数を作成します。DeleteBucketWebsiteCommand
メソッドを呼び出すときに渡す必要がある唯一のパラメータは、選択したバケットの名前です。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { DeleteBucketWebsiteCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an Amazon S3
service client module.
// Create the parameters for calling
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new DeleteBucketWebsiteCommand(bucketParams));
return data; // For unit tests.
console.log("Success", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node s3_deletebucketwebsite.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon Simple Email Servicesの例
Amazon Simple Email Service (Amazon SES) は、デジタルマーケティング担当者やアプリケーションデベ
ロッパーがマーケティング、通知、トランザクションに関する E メールを送信できるように設計された、
クラウドベースの E メール送信サービスです。E メールを利用してお客様とのつながりを維持するあらゆ
る規模の企業を対象とした、コスト効率の高い信頼できるサービスです。

Amazon SES の JavaScript API は、SESクライアントクラスを通じて公開されます。Amazon SES クライ
アントクラスの使用についての詳細は、API リファレンスのClass: SES（クラス：SES)を参照してくださ
い。
トピック
• Amazon SES アイデンティティの管理 (p. 232)
• Amazon SESでのE メールテンプレートの操作 (p. 237)
• Amazon SES を使用してEメールを送信します (p. 244)
• Amazon SES でのEメール受信に IP アドレスフィルターを使用する (p. 250)
• Amazon SES での受信ルールを使用する (p. 254)

Amazon SES アイデンティティの管理

この Node.js コード例は以下を示しています。
• Amazon SES で使用されている E メールアドレスとドメインを確認する方法。
• Amazon SES アイデンティティにAWS Identity and Access Management(IAM) ポリシーを割り当てる方
法。
• AWS アカウントのすべての Amazon SES アイデンティティを一覧表示する方法。
• Amazon SES で使用されているアイデンティティを削除する方法。
Amazon SES アイデンティティは、Amazon SES が E メールの送信に使用する E メールアドレスまたは
ドメインです。Amazon SES では、E メールアイデンティティを検証して、それを所有していることを確
認し、他のユーザーに使用されないようにする必要があります。
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Amazon SES の E メールアドレスとドメインを確認する方法の詳細については、Amazon Simple Email
Service デベロッパーガイドのAmazon SESでのEメールアドレスとドメインの検証を参照してくださ
い。Amazon SES での送信認可の詳細については、Amazon SES 送信認可の概要を参照してください。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して Amazon SES のアイデンティティを検証および管理し
ます。Node.js モジュールは、SESクライアントクラスの次のメソッドを使用し、SDK for JavaScript を使
用して E メールアドレスとドメインを検証します。
• ListIdentitiesCommand
• DeleteIdentityCommand
• VerifyEmailIdentityCommand
• VerifyDomainIdentityCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node.js TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供の詳
細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してく
ださい。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

アイデンティティの一覧表示
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で使用する E メールアドレスとドメインを一覧
表示します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
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ses_listidentities.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントと
パッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
SES クライアントクラスの ListIdentitiesCommand メソッドに IdentityType とその他のパラメー
タを渡すオブジェクトを作成します。ListIdentitiesCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES
サービスオブジェクトを起動し、パラメータオブジェクトを渡します。
返されるdataには、IdentityTypeパラメーターで指定されたドメインIDの配列が含まれます。

Note
IDENTITY_TYPE（アイデンティティタイプ）を「」または「Domain」のIDタイプに置き換えま
す。EmailAddress
import { ListIdentitiesCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const createListIdentitiesCommand = () =>
new ListIdentitiesCommand({ IdentityType: "EmailAddress", MaxItems: 10 });
const run = async () => {
const listIdentitiesCommand = createListIdentitiesCommand();
try {
return await sesClient.send(listIdentitiesCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to list identities.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ses_listidentities.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

E メールアドレスアイデンティの検証
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で使用する E メールの送信者を検証します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_verifyemailidentity.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、
必要なクライアントとパッケージのダウンロードを含め、SDKを設定します。
SES クライアントクラスの VerifyEmailIdentityCommand メソッドに EmailAddress パラメータを
渡すオブジェクトを作成します。VerifyEmailIdentityCommandメソッドを呼び出すには、Amazon
SES クライアントサービスオブジェクトを起動し、パラメータを渡します。
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Note
「ADDRESS@DOMAIN.EXT」をname@example.com などの電子メールアドレスに置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { VerifyEmailIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const EMAIL_ADDRESS = "name@example.com";
const createVerifyEmailIdentityCommand = (emailAddress) => {
return new VerifyEmailIdentityCommand({ EmailAddress: emailAddress });
};
const run = async () => {
const verifyEmailIdentityCommand =
createVerifyEmailIdentityCommand(EMAIL_ADDRESS);
try {
return await sesClient.send(verifyEmailIdentityCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to verify email identity.", err);
return err;
}
};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。検証のためにドメインが Amazon SES
に追加されます。
node ses_verifyemailidentity.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

ドメイン ID の検証
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で使用する E メールのドメインを検証します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_verifydomainidentity.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライ
アントとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
SES クライアントクラスの VerifyDomainIdentityCommand メソッドに Domain パラメータを渡すオ
ブジェクトを作成します。VerifyDomainIdentityCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES ク
ライアントサービスオブジェクトを起動し、パラメータを渡します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
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えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
AMI_ID を実行する Amazon マシンイメージ (AMI) の ID およびAMI IDに割り当て
るKEY_PAIR_NAME（キーペア名）に置き換えます。
import { VerifyDomainIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName, postfix } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
/**
* You must have access to the domain's DNS settings to complete the
* domain verification process.
*/
const DOMAIN_NAME = postfix(getUniqueName("Domain"), ".example.com");
const createVerifyDomainIdentityCommand = () => {
return new VerifyDomainIdentityCommand({ Domain: DOMAIN_NAME });
};
const run = async () => {
const VerifyDomainIdentityCommand = createVerifyDomainIdentityCommand();
try {
return await sesClient.send(VerifyDomainIdentityCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to verify domain.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。検証のためにドメインが Amazon SES
に追加されます。
node ses_verifydomainidentity.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

アイデンティティの削除
この例では、Node.js モジュールを使用して、Amazon SES で使用されている E メールアドレスまたはド
メインを削除します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_deleteidentity.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントと
パッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
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SES クライアントクラスの DeleteIdentityCommand メソッドに Identity パラメータを渡すオブジェ
クトを作成します。DeleteIdentityCommand メソッドを呼び出すには、Amazon SES クライアント
サービスオブジェクトを起動するためのrequestを作成し、パラメータを渡します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
IDENTITY_TYPEを削除するIDタイプに置き換え、IDENTITY_NAMEを削除するIDの名前に置き換
えます。
import { DeleteIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const IDENTITY_EMAIL = "fake@example.com";
const createDeleteIdentityCommand = (identityName) => {
return new DeleteIdentityCommand({
Identity: identityName,
});
};
const run = async () => {
const deleteIdentityCommand = createDeleteIdentityCommand(IDENTITY_EMAIL);
try {
return await sesClient.send(deleteIdentityCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to delete identity.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node ses_deleteidentity.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon SESでのE メールテンプレートの操作

この Node.js コード例は以下を示しています。
• すべてのEメールテンプレートの一覧表を取得する方法
• E メールテンプレートを取得して更新する方法
• E メールテンプレートを作成して削除する方法
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Amazon SES では、Eメールテンプレートを使用してパーソナライズされたEメールメッセージを送信でき
ます。Amazon SESでEメールテンプレートを作成および使用する方法の詳細については、Amazon シンプ
ル Eメールサービス・ディベロッパーガイドの「Amazon SES APIを使用したパーソナライズされたEメー
ルの送信」を参照してください。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して E メールテンプレートを操作します。Node.js モ
ジュールは、 JavaScript SESクライアントクラスの次のメソッドを使用して電子メールテンプレートを作
成して使用するために SDK を使用します。
• ListTemplatesCommand
• CreateTemplateCommand
• GetTemplateCommand
• DeleteTemplateCommand
• UpdateTemplateCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node.js TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報ファイルの作成の詳細につ
いては、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

Eメールテンプレートの一覧表示
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で使用する E メールテンプレートを作成しま
す。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
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export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_listtemplates.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントと
パッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
SES クライアントクラスの ListTemplatesCommand メソッドのパラメータを渡すオブジェクトを作成
します。ListTemplatesCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES クライアントサービスオブ
ジェクトを起動し、パラメータを渡します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
「ITEMS_COUNT」（アイテムカウント）を返すテンプレートの最大数に置き換えます。この値
は、最小1で最大10である必要があります。
import { ListTemplatesCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const createListTemplatesCommand = (maxItems) =>
new ListTemplatesCommand({ MaxItems: maxItems });
const run = async () => {
const listTemplatesCommand = createListTemplatesCommand(10);
try {
return await sesClient.send(listTemplatesCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to list templates.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。Amazon SES はテンプレートのリスト
を返します。
node ses_listtemplates.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

E メールテンプレートの取得
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で使用する E メールテンプレートを取得しま
す。
libsディレクトリを作成し、ファイルsesClient.jsNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
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export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_gettemplate.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントと
パッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
SES クライアントクラスの GetTemplateCommand メソッドに TemplateName パラメータを渡すオブ
ジェクトを作成します。GetTemplateCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES クライアント
サービスオブジェクトを起動し、パラメータを渡します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
TEMPLATE_NAME（テンプレート名)を返すテンプレートの名前に置き換えます。
import { GetTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");
const createGetTemplateCommand = (templateName) =>
new GetTemplateCommand({ TemplateName: templateName });
const run = async () => {
const getTemplateCommand = createGetTemplateCommand(TEMPLATE_NAME);
try {
return await sesClient.send(getTemplateCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to get email template.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。Amazon SES はテンプレートの詳細を
返します。
node ses_gettemplate.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Eメールテンプレートの作成
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で使用する E メールテンプレートを作成しま
す。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
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// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_createtemplate.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントと
パッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
TemplateName、HtmlPart、SubjectPart および TextPart を含む、SES クライアント
クラスの CreateTemplateCommand メソッドのパラメータを渡すオブジェクトを作成しま
す。CreateTemplateCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES クライアントサービスオブジェ
クトを起動し、パラメータを渡します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
TEMPLATE_NAME を新しいテンプレートの名前で、HTML_CONTENT を電子メールのHTMLタグ付
きコンテンツで、 SUBJECT をメールの件名と[TEXT_CONTENT] をE メールのテキストに置き換
えてください。
import { CreateTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TestTemplateName");
const createCreateTemplateCommand = () => {
return new CreateTemplateCommand({
/**
* The template feature in Amazon SES is based on the Handlebars template system.
*/
Template: {
/**
* The name of an existing template in Amazon SES.
*/
TemplateName: TEMPLATE_NAME,
HtmlPart: `
<h1>Hello, {{contact.firstName}}!</h1>
<p>
Did you know Amazon has a mascot named Peccy?
</p>
`,
SubjectPart: "Amazon Tip",
},
});
};
const run = async () => {
const createTemplateCommand = createCreateTemplateCommand();
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try {
return await sesClient.send(createTemplateCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to create template.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。テンプレートが Amazon SES に追加さ
れます。
node ses_createtemplate.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

E メールテンプレートの更新
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で使用する E メールテンプレートを作成しま
す。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_updatetemplate.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントと
パッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
必要な TemplateName パラメータを SES クライアントクラスの UpdateTemplateCommand メ
ソッドに渡して、テンプレートで更新する Template パラメータ値を渡すオブジェクトを作成しま
す。UpdateTemplateCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES サービスオブジェクトを起動
し、パラメータを渡します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
TEMPLATE_NAME をテンプレートの名前で、HTML_CONTENT を電子メールのHTMLタグ付きコン
テンツで SUBJECT をメールの件名と TEXT_CONTENT をE メールのテキストに置き換えてくださ
い。
import { UpdateTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");
const HTML_PART = "<h1>Hello, World!</h1>";
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const createUpdateTemplateCommand = () => {
return new UpdateTemplateCommand({
Template: {
TemplateName: TEMPLATE_NAME,
HtmlPart: HTML_PART,
SubjectPart: "Example",
TextPart: "Updated template text.",
},
});
};
const run = async () => {
const updateTemplateCommand = createUpdateTemplateCommand();
try {
return await sesClient.send(updateTemplateCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to update template.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。Amazon SES はテンプレートの詳細を
返します。
node ses_updatetemplate.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

E メールテンプレートの削除
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で使用する E メールテンプレートを作成しま
す。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_deletetemplate.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントと
パッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
必要な TemplateName パラメータを SES クライアントクラスの DeleteTemplateCommand メソッド
に渡すオブジェクトを作成します。DeleteTemplateCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES
サービスオブジェクトを起動し、パラメータを渡します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。
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Note
TEMPLATE_NAME を削除するテンプレートの名前に置き換えてください。
import { DeleteTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");
const createDeleteTemplateCommand = (templateName) =>
new DeleteTemplateCommand({ TemplateName: templateName });
const run = async () => {
const deleteTemplateCommand = createDeleteTemplateCommand(TEMPLATE_NAME);
try {
return await sesClient.send(deleteTemplateCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to delete template.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。Amazon SES はテンプレートの詳細を
返します。
node ses_deletetemplate.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon SES を使用してEメールを送信します

この Node.js コード例は以下を示しています。
• テキストまたは HTML の E メールを送信します。
• E メールテンプレートに基づいて E メールを送信します。
• E メールテンプレートに基づいて一括 E メールを送信します。
Amazon SES API は、E メールメッセージの構成に対する制御の程度に応じて、フォーマット済みと raw
の 2 つの異なる方法で E メールを送信できます。詳細については、「Amazon SESAPIを使用したフォー
マット済みEメールの送信」および「AmazonSESAPIを使用した生のEメールの送信」を参照してくださ
い。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用してさまざまな方法で E メールを送信します。Node.js モ
ジュールは、 JavaScript SESクライアントクラスの次のメソッドを使用して電子メールテンプレートを作
成して使用するために SDK を使用します。
• SendEmailCommand
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• SendTemplatedEmailCommand
• SendBulkTemplatedEmailCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node.js TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供の詳
細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してく
ださい。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

E メールメッセージの送信要件
Amazon SES は E メールメッセージを作成し、送信するメッセージをすぐにキューに入れま
す。SendEmailCommand メソッドを使用して E メールを送信するには、メッセージが以下の要件を満た
している必要があります。
• 検証済みの E メールアドレスまたはドメインからメッセージを送信する必要があります。検証されて
いないアドレスまたはドメインを使用して E メールを送信しようとすると、"Email address not
verified" エラーが発生します。
• アカウントがまだ Amazon SES サンドボックスにある場合は、検証済みのアドレスまたはドメイン、ま
たは Amazon SES メールボックスシミュレーターに関連付けられた E メールアドレスにのみ送信でき
ます。詳細については、Amazon Simple Email Service デベロッパーガイドの [ Eメールアドレスとドメ
インの検証］を参照してください。
• 添付ファイルを含むメッセージの合計サイズは 10 MB より小さくなければなりません。
• メッセージには少なくとも 1 つの受信者の E メールアドレスを含める必要があります。受信者アドレス
は、To: アドレス、CC: アドレス、または BCC: アドレスのいずれかです。受信者の E メールアドレス
が無効な場合 (つまり、UserName@[SubDomain.]Domain.TopLevelDomain のフォーマットではな
い場合)、メッセージに他の有効な受信者が含まれていても、メッセージ全体が拒否されます。
• メッセージには、To:、CC:、BCC: のフィールド全体で 50 人を超える受信者を含めることはできませ
ん。それ以上の数のユーザーに E メールメッセージを送信する必要がある場合は、受信者リストを 50
ユーザー以下のグループに分割し、sendEmail メソッドを数回呼び出して各グループにメッセージを
送信することができます。

E メールを送信する
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で E メールを送信します。
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libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_sendemail.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントとパッ
ケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
送信者と受信者のアドレス、件名、プレーンテキストおよび HTML 形式のEメール本文などを含む、送信
するEメールを定義するパラメータ値を SESクライアントクラスのSendEmailCommandメソッドに渡す
オブジェクトを作成します。SendEmailCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES サービスオブ
ジェクトを起動し、パラメータを渡します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
RECEIVER_ADDRESS をE メールの宛先であるアドレスで、SENDER_ADDRESSでEメールの送信
元である電子メールアドレスに置き換えてください。
import { SendEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const createSendEmailCommand = (toAddress, fromAddress) => {
return new SendEmailCommand({
Destination: {
/* required */
CcAddresses: [
/* more items */
],
ToAddresses: [
toAddress,
/* more To-email addresses */
],
},
Message: {
/* required */
Body: {
/* required */
Html: {
Charset: "UTF-8",
Data: "HTML_FORMAT_BODY",
},
Text: {
Charset: "UTF-8",
Data: "TEXT_FORMAT_BODY",
},
},
Subject: {
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Charset: "UTF-8",
Data: "EMAIL_SUBJECT",

},
},
Source: fromAddress,
ReplyToAddresses: [
/* more items */
],
});

};

const run = async () => {
const sendEmailCommand = createSendEmailCommand(
"recipient@example.com",
"sender@example.com"
);
try {
return await sesClient.send(sendEmailCommand);
} catch (e) {
console.error("Failed to send email.");
return e;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。E メールは Amazon SES による送信の
ためにキューに登録されます。
node ses_sendemail.js

このサンプルコードは、こちらで見つけられます GitHub。

テンプレートを使用した E メールを送信する
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で E メールを送信しま
す。ses_sendtemplatedemail.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクラ
イアントとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
送信者と受信者のアドレス、件名、プレーンテキストおよび HTML 形式の E メール本文など、送信する E
メールを定義するパラメータ値を SES クライアントクラスの SendTemplatedEmailCommand メソッド
に渡すオブジェクトを作成します。SendTemplatedEmailCommandメソッドを呼び出すには、Amazon
SES クライアントサービスオブジェクトを起動し、パラメータを渡します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
REGIONをAWS地域で、[RECEIVER_ADDRESS] をE メールの宛先で、 [SENDER_ADDRESS] を
Eメールの送信元で、[TEMPLATE_NAME] をテンプレートの名前に置き換えてください。
import { SendTemplatedEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName, postfix } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
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/**
* Replace this with the name of an existing template.
*/
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("ReminderTemplate");
/**
* Replace these with existing verified emails.
*/
const VERIFIED_EMAIL = postfix(getUniqueName("Bilbo"), "@example.com");
const USER = { firstName: "Bilbo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL };
/**
*
* @param { { emailAddress: string, firstName: string } } user
* @param { string } templateName - The name of an existing template in Amazon SES.
* @returns { SendTemplatedEmailCommand }
*/
const createReminderEmailCommand = (user, templateName) => {
return new SendTemplatedEmailCommand({
/**
* Here's an example of how a template would be replaced with user data:
* Template: <h1>Hello {{contact.firstName}},</h1><p>Don't forget about the party
gifts!</p>
* Destination: <h1>Hello Bilbo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!</p>
*/
Destination: { ToAddresses: [user.emailAddress] },
TemplateData: JSON.stringify({ contact: { firstName: user.firstName } }),
Source: VERIFIED_EMAIL,
Template: templateName,
});
};
const run = async () => {
const sendReminderEmailCommand = createReminderEmailCommand(
USER,
TEMPLATE_NAME
);
try {
return await sesClient.send(sendReminderEmailCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to send template email", err);
return err;
}
};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。E メールは Amazon SES による送信の
ためにキューに登録されます。
node ses_sendtemplatedemail.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

テンプレートを使用した一括Eメールを送信します
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で E メールを送信します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
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// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_sendbulktemplatedemail.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクラ
イアントとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
送信者と受信者のアドレス、件名、プレーンテキストおよび HTML 形式のEメール
本文などを含む、送信するEメールを定義するパラメータ値を SESクライアントクラ
スのSendBulkTemplatedEmailCommandメソッドに渡すオブジェクトを作成しま
す。SendBulkTemplatedEmailCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES サービスオブジェク
トを起動し、パラメータを渡します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
RECEIVER_ADDRESS をE メールの宛先であるアドレスで、SENDER_ADDRESS でE メールの送信
元である電子メールアドレスに置き換えてください。
import { SendBulkTemplatedEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName, postfix } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
/**
* Replace this with the name of an existing template.
*/
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("ReminderTemplate");
/**
* Replace these with existing verified emails.
*/
const VERIFIED_EMAIL_1 = postfix(getUniqueName("Bilbo"), "@example.com");
const VERIFIED_EMAIL_2 = postfix(getUniqueName("Frodo"), "@example.com");
const USERS = [
{ firstName: "Bilbo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL_1 },
{ firstName: "Frodo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL_2 },
];
/**
*
* @param { { emailAddress: string, firstName: string }[] } users
* @param { string } templateName the name of an existing template in SES
* @returns { SendBulkTemplatedEmailCommand }
*/
const createBulkReminderEmailCommand = (users, templateName) => {
return new SendBulkTemplatedEmailCommand({
/**
* Each 'Destination' uses a corresponding set of replacement data. We can map each
user
* to a 'Destination' and provide user specific replacement data to create personalized
emails.
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*
* Here's an example of how a template would be replaced with user data:
* Template: <h1>Hello {{name}},</h1><p>Don't forget about the party gifts!</p>
* Destination 1: <h1>Hello Bilbo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!</p>
* Destination 2: <h1>Hello Frodo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!</p>
*/
Destinations: users.map((user) => ({
Destination: { ToAddresses: [user.emailAddress] },
ReplacementTemplateData: JSON.stringify({ name: user.firstName }),
})),
DefaultTemplateData: JSON.stringify({ name: "Shireling" }),
Source: VERIFIED_EMAIL_1,
Template: templateName,
});

};

const run = async () => {
const sendBulkTemplateEmailCommand = createBulkReminderEmailCommand(
USERS,
TEMPLATE_NAME
);
try {
return await sesClient.send(sendBulkTemplateEmailCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to send bulk template email", err);
return err;
}
};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。E メールは Amazon SES による送信の
ためにキューに登録されます。
node ses_sendbulktemplatedemail.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon SES でのEメール受信に IP アドレスフィル
ターを使用する

この Node.js コード例は以下を示しています。
• IP アドレスまたはIP アドレスの範囲から発信されたメールを許可、または拒否するIP アドレスフィル
ターを作成する方法
• 現在の IP アドレスフィルターを一覧表示する方法。
• IP アドレスフィルターを削除する方法。
Amazon SESでは、フィルターは、名前、IPアドレス範囲、およびフィルターからのメールを許可また
はブロックする機能で構成されるデータ構造です。ブロックまたは許可する IP アドレスは、1 つの IP
アドレスまたは IP アドレスの範囲としてクラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) 表記で指定されま
す。Amazon SESがEメールを受信する方法の詳細については、 『Amazon Simple Email Service開発者ガ
イド』の「AmazonSESEメール受信の概念」を参照してください。
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シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用してさまざまな方法で E メールを送信します。Node.js モ
ジュールは、 JavaScript SESクライアントクラスの次のメソッドを使用して電子メールテンプレートを作
成して使用するために SDK を使用します。
• CreateReceiptFilterCommand
• ListReceiptFiltersCommand
• DeleteReceiptFilterCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node.js TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

IP アドレスフィルターを作成する
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で E メールを送信します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_createreceiptfilter.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライア
ントとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
IP フィルターを定義するパラメータ値 (フィルター名、フィルタリングする IP アドレスまたはアドレス範
囲、およびフィルター処理されたアドレスからの E メールトラフィックを許可するかブロックするかなど)
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を渡すオブジェクトを作成します。CreateReceiptFilterCommandメソッドを呼び出すには、Amazon
SES サービスオブジェクトを起動し、パラメータを渡します。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
IP_ADDRESS_OR_RANGE をフィルタする IP アドレスまたはアドレスの範囲
で、POLICYをALLOWまたは BLOCK、および NAME をフィルタ名に置き換えてください。
import {
CreateReceiptFilterCommand,
ReceiptFilterPolicy,
} from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
const createCreateReceiptFilterCommand = ({ policy, ipOrRange, name }) => {
return new CreateReceiptFilterCommand({
Filter: {
IpFilter: {
Cidr: ipOrRange, // string, either a single IP address (10.0.0.1) or an IP address
range in CIDR notation (10.0.0.1/24)).
Policy: policy, // enum ReceiptFilterPolicy, email traffic from the filtered
addressesOptions.
},
/*
The name of the IP address filter. Only ASCII letters, numbers, underscores, or
dashes.
Must be less than 64 characters and start and end with a letter or number.
*/
Name: name,
},
});
};
const FILTER_NAME = getUniqueName("ReceiptFilter");
const run = async () => {
const createReceiptFilterCommand = createCreateReceiptFilterCommand({
policy: ReceiptFilterPolicy.Allow,
ipOrRange: "10.0.0.1",
name: FILTER_NAME,
});
try {
return await sesClient.send(createReceiptFilterCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to create filter.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。フィルターは Amazon SES で作成され
ます。
node ses_createreceiptfilter.js
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このサンプルコードはここにあります GitHub。

IP アドレスフィルターを一覧表示する
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で E メールを送信します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_listreceiptfilters.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライア
ントとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
空のパラメータオブジェクトを作成します。ListReceiptFiltersCommandメソッドを呼び出すに
は、Amazon SES サービスオブジェクトを起動し、パラメータを渡します。
import { ListReceiptFiltersCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const createListReceiptFiltersCommand = () => new ListReceiptFiltersCommand({});
const run = async () => {
const listReceiptFiltersCommand = createListReceiptFiltersCommand();
try {
return await sesClient.send(listReceiptFiltersCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to list receipt filters.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。Amazon SES はフィルターリストを返
します。
node ses_listreceiptfilters.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

IP アドレスフィルタの削除
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で E メールを送信します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
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// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_deletereceiptfilter.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライア
ントとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
削除する IP フィルターの名前を渡すオブジェクトを作成します。DeleteReceiptFilterCommandメ
ソッドを呼び出すには、Amazon SES クライアントサービスオブジェクトを起動し、パラメータを渡しま
す。

Note
この例では、必要なAWSサービス V3 パッケージクライアント、V3 コマンドをインポートして使
用し、また非同期/待機パターンでsendメソッドを使用します。この例は、代わりに少し変更を加
えてV2コマンドで作成できます。詳細については、「V3コマンドの使用 (p. 3)」を参照してくだ
さい。

Note
FILTER_NAME を削除するIPフィルタの名前に置き換えてください。
import { DeleteReceiptFilterCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
const RECEIPT_FILTER_NAME = getUniqueName("ReceiptFilterName");
const createDeleteReceiptFilterCommand = (filterName) => {
return new DeleteReceiptFilterCommand({ FilterName: filterName });
};
const run = async () => {
const deleteReceiptFilterCommand =
createDeleteReceiptFilterCommand(RECEIPT_FILTER_NAME);
try {
return await sesClient.send(deleteReceiptFilterCommand);
} catch (err) {
console.log("Error deleting receipt filter.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。フィルターが Amazon SES から削除さ
れます。
node ses_deletereceiptfilter.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon SES での受信ルールを使用する
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この Node.js コード例は以下を示しています。
• 受信ルールを作成および削除する方法
• 受信ルールを受信ルールセットに整理する方法
Amazon SES の受信ルールは、所有する E メールアドレスやドメインで受信した E メールの処理方法を
指定します。受信ルールは、条件および順序指定されたアクションのリストで構成されます。受信メール
の受信者が受信ルールの条件で指定された受信者と一致すると、Amazon SES は受信ルールに指定されて
いるアクションを実行します。
Amazon SES を E メールレシーバーとして使用するには、少なくとも 1 つの有効な受信ルールセットが
必要です。受信ルールセットは、検証済みのドメイン全体で受信するメールに対して Amazon SES で
どのような処理を行うのかを指定する、順序が指定された受信ルールの集合です。詳細については、
『Amazon Simple Email Service開発者ガイド』の「AmazonSES電子メール受信用の受信ルールの作
成」および「AmazonSES電子メール受信用の受信ルールセットの作成」を参照してください。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用してさまざまな方法で E メールを送信します。Node.js モ
ジュールは、 JavaScript SESクライアントクラスの次のメソッドを使用して電子メールテンプレートを作
成して使用するために SDK を使用します。
• CreateReceiptRuleCommand
• DeleteReceiptRuleCommand
• CreateReceiptRuleSetCommand
• DeleteReceiptRuleSetCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node.js TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供の詳
細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してく
ださい。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

Amazon S3 受信ルールを作成する
Amazon SES の受信ルールにはそれぞれ、順序どおりに並べられたアクションのリストが含まれます。
この例では、メールメッセージを Amazon S3 バケットに配信する Amazon S3 アクションを使用して受
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信ルールを作成します。受信ルールのアクションの詳細については、Amazon Simple Email Service デベ
ロッパーガイドの[ Action options ] を参照してください。
Amazon SES が Amazon S3 バケットに E メールを書き込むようにするには、Amazon SES に
PutObject 許可を付与するバケットポリシーを作成します。このバケットポリシーの作成について
は、Amazon Simple Email Service デベロッパーガイドの[ Amazon SES に Amazon S3 バケットへの書き
込みを許可する］を参照してください。
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で受信ルールを作成し、受信したメッセージを
Amazon S3 バケットに保存します。
libs ディレクトリを作成し、ファイル名sesClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SES クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SESClient } from "@aws-sdk/client-ses";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create SES service object.
const sesClient = new SESClient({ region: REGION });
export { sesClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
ses_createreceiptrule.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように
SDK を設定します。
受信ルールセット用に作成するのに必要な値を渡すためのパラメータオブジェクトを作成しま
す。CreateReceiptRuleSetCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES サービスオブジェクトを
起動し、パラメータを渡します。

Note
S3_BUCKET_NAME をAmazonS3バケットの名前に、EMAIL_ADDRESS|DOMAIN を電子メールま
たはドメインに、RULE_NAME をルールの名前に、そしてRULE_SET_NAME をルールセットの名
前に置き換えてください。
import { CreateReceiptRuleCommand, TlsPolicy } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");
const RULE_NAME = getUniqueName("RuleName");
const S3_BUCKET_NAME = getUniqueName("S3BucketName");
const createS3ReceiptRuleCommand = ({
bucketName,
emailAddresses,
name,
ruleSet,
}) => {
return new CreateReceiptRuleCommand({
Rule: {
Actions: [
{
S3Action: {
BucketName: bucketName,
ObjectKeyPrefix: "email",
},
},
],
Recipients: emailAddresses,
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Enabled: true,
Name: name,
ScanEnabled: false,
TlsPolicy: TlsPolicy.Optional,
},
RuleSetName: ruleSet, // Required
});

};

const run = async () => {
const s3ReceiptRuleCommand = createS3ReceiptRuleCommand({
bucketName: S3_BUCKET_NAME,
emailAddresses: ["email@example.com"],
name: RULE_NAME,
ruleSet: RULE_SET_NAME,
});
try {
return await sesClient.send(s3ReceiptRuleCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to create S3 receipt rule.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。Amazon SES により受信ルールが作成
されます。
node ses_createreceiptrule.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

受信ルールの削除
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で E メールを送信しま
す。ses_deletereceiptrule.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライ
アントとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
削除する受信ルールの名前を渡すためのパラメータオブジェクトを作成しま
す。DeleteReceiptRuleCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES サービスオブジェクトを起
動し、パラメータを渡します。

Note
RULE_NAME をルールの名前に、RULE_SET_NAME をルールセットの名前に置き換えてくださ
い。
import { DeleteReceiptRuleCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const RULE_NAME = getUniqueName("RuleName");
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");
const createDeleteReceiptRuleCommand = () => {
return new DeleteReceiptRuleCommand({
RuleName: RULE_NAME,
RuleSetName: RULE_SET_NAME,
});
};
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const run = async () => {
const deleteReceiptRuleCommand = createDeleteReceiptRuleCommand();
try {
return await sesClient.send(deleteReceiptRuleCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to delete receipt rule.", err);
return err;
}
};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。Amazon SES により、受信ルールセッ
トリストが作成されます。
node ses_deletereceiptrule.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

受信ルールセットの作成
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で E メールを送信しま
す。ses_createreceiptruleset.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なク
ライアントとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
新しい受信ルールセットの名前を渡すためのパラメータオブジェクトを作成しま
す。CreateReceiptRuleSetCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES クライアントサービスオ
ブジェクトを起動し、パラメータを渡します。

Note
REGIONをAWS 地域、RULE_SET_NAME をルールセットの名前に置き換えてください。
import { CreateReceiptRuleSetCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");
const createCreateReceiptRuleSetCommand = (ruleSetName) => {
return new CreateReceiptRuleSetCommand({ RuleSetName: ruleSetName });
};
const run = async () => {
const createReceiptRuleSetCommand =
createCreateReceiptRuleSetCommand(RULE_SET_NAME);
try {
return await sesClient.send(createReceiptRuleSetCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to create receipt rule set", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。Amazon SES により、受信ルールセッ
トリストが作成されます。
node ses_createreceiptruleset.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

258

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
Amazon SNS の例

受信ルールセットの削除
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SES で E メールを送信しま
す。ses_deletereceiptruleset.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なク
ライアントとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
削除する受信ルールセットの名前を渡すためのオブジェクトを作成しま
す。DeleteReceiptRuleSetCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SES クライアントサービスオ
ブジェクトを起動し、パラメータを渡します。

Note
RULE_SET_NAME をルールセットの名前に置き換えてください。
import { DeleteReceiptRuleSetCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");
const createDeleteReceiptRuleSetCommand = () => {
return new DeleteReceiptRuleSetCommand({ RuleSetName: RULE_SET_NAME });
};
const run = async () => {
const deleteReceiptRuleSetCommand = createDeleteReceiptRuleSetCommand();
try {
return await sesClient.send(deleteReceiptRuleSetCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to delete receipt rule set.", err);
return err;
}

};

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。Amazon SES により、受信ルールセッ
トリストが作成されます。
node ses_deletereceiptruleset.js // If you prefer JavaScript, enter 'node
ses_deletereceiptruleset.js'

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon Simple Notification Service の例
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、サブスクライブしているエンドポイントやクライ
アントへのメッセージ配信や送信を調整、管理するウェブサービスです。
Amazon SNS には、発行者とサブスクライバーという 2 種類のクライアントが存在し、それぞれ生産者と
消費者とも呼ばれます。
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発行者は、論理アクセスポイントおよび通信チャネルであるトピックにメッセージを作成して送信するこ
とで、受信者と非同期的に通信します。サブスクライバー（Webサーバー、Eメールアドレス、Amazon
SQSキュー、AWS Lambda関数）は、トピックにサブスクライブするときに、サポートされているプロト
コル（Amazon SQS、HTTP / S、Eメール、SMSAWS Lambda）のいずれかを介してメッセージまたは通
知を消費または受信します。
Amazon SNS JavaScript 用APIは [Class: SNS] を介して公開されます。
トピック
• Amazon SNS でのトピックの管理 (p. 260)
• Amazon SNS でのメッセージの公開 (p. 265)
• Amazon SNS でのサブスクリプションの管理 (p. 267)
• Amazon SNS の SMS メッセージの送信 (p. 274)

Amazon SNS でのトピックの管理

この Node.js コード例は以下を示しています。
• 通知を発行できる Amazon SNS でトピックを作成する方法。
• Amazon SNS で作成されたトピックを削除する方法。
• 利用可能なトピックの一覧を取得する方法。
• トピック属性を取得および設定する方法。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して Amazon SNS トピックを作成、一覧表示、および削除
し、トピック属性を処理します。Node.js モジュールは、 JavaScript SNSクライアントクラスの以下のメ
ソッドを使用してトピックを管理するために SDK for を使用します。
• CreateTopicCommand
• ListTopicsCommand
• DeleteTopicCommand
• GetTopicAttributesCommand
• SetTopicAttributesCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの TypeScript Node.js を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供の詳
細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してく
ださい。
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Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

トピックの作成
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SNS トピックを作成します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_createtopic.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントと
パッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
SNS クライアントクラスの CreateTopicCommand メソッドに新しいトピックの Name を渡すためのオ
ブジェクトを作成します。CreateTopicCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブ
ジェクトを起動する非同期機能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。返されたdataには、ト
ピックの ARN が含まれています。

Note
TOPIC_NAMEは、SNS トピックの名前に置換してください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {CreateTopicCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { Name: "TOPIC_NAME" }; //TOPIC_NAME
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new CreateTopicCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
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node sns_createtopic.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

トピックの一覧表示
この例では、Node.js モジュールを使用してすべての Amazon SNS トピックを一覧表示します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_listtopics.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントとパッ
ケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
SNS クライアントクラスの ListTopicsCommand メソッドに渡す空のオブジェクトを作成しま
す。ListTopicsCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブジェクトを起動する非
同期機能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。返信されたdataには、トピックの Amazon リ
ソースネーム (ARN)の配列が含まれています。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {ListTopicsCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new ListTopicsCommand({}));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_listtopics.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

トピックの削除
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SNS トピックを削除します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
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import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_deletetopic.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントと
パッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
SNS クライアントクラスの DeleteTopicCommand メソッドに渡すために、削除するトピック
の TopicArn を含むオブジェクトを作成します。DeleteTopicCommand メソッドを呼び出すに
は、Amazon SNS サービスオブジェクトを起動する非同期機能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡し
ます。

Note
[ TOPIC_ARN ]を削除するトピックの Amazon リソースネーム (ARN)に置換してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {DeleteTopicCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { TopicArn: "TOPIC_ARN" }; //TOPIC_ARN
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new DeleteTopicCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_deletetopic.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

トピック属性の取得
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SNS トピックの属性を取得します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
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export

{ snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_gettopicattributes.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に SDK を設定します。
SNS クライアントクラスの GetTopicAttributesCommand メソッドに渡すために、削除するトピック
の TopicArn を含むオブジェクトを作成します。GetTopicAttributesCommand メソッドを呼び出す
には、Amazon SNS サービスオブジェクトを起動する非同期機能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡
します。

Note
返された[ TOPIC_ARN ]をトピックのARN に置換してください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {GetTopicAttributesCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { TopicArn: "TOPIC_ARN" }; // TOPIC_ARN
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new GetTopicAttributesCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_gettopicattributes.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

トピック属性の設定
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SNS トピックの変更可能な属性を設定します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_settopicattributes.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に SDK を設定します。
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属性を設定するトピックの TopicArn、設定する属性の名前、およびその属性の新しい値など、属性の更
新のパラメータを含むオブジェクトを作成します。Policy、DisplayName、および DeliveryPolicy
属性のみ設定できます。SNS クライアントクラスの SetTopicAttributesCommand メソッドにパラ
メータを渡します。SetTopicAttributesCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオ
ブジェクトを起動する非同期機能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。

Note
ATTRIBUTE_NAME を設定している属性の名前で、TOPIC_ARN 設定したい属性のトピックの
Amazon リソースネーム (ARN)で、 NEW_ATTRIBUTE_VALUE を属性の新しい値に置き換えてく
ださい。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {SetTopicAttributesCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
AttributeName: "ATTRIBUTE_NAME", // ATTRIBUTE_NAME
TopicArn: "TOPIC_ARN", // TOPIC_ARN
AttributeValue: "NEW_ATTRIBUTE_VALUE", //NEW_ATTRIBUTE_VALUE
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new SetTopicAttributesCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_settopicattributes.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon SNS でのメッセージの公開

この Node.js コード例は以下を示しています。
• Amazon SNS トピックにメッセージを発行する方法。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して Amazon SNS からトピックのエンドポイント、E メー
ル、または電話番号にメッセージを発行します。Node.js モジュールは、SDK for JavaScript を使用し
て、SNSクライアントクラスのこのメソッドを使用してメッセージを送信します。
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• PublishCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの TypeScript Node.js を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供の詳
細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してく
ださい。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

SNS トピックへのメッセージの発行
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SNS トピックにメッセージを発行します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_publishtotopic.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように
SDK を設定します。
メッセージテキストと Amazon SNSトピックの Amazon Resource Name(ARN)を含む、メッセージを発
行するためのパラメータを含むオブジェクトを作成します。利用可能な SMS 属性の詳細については、
「SetSMSAttributes」を参照してください。
パラメータをPublishCommandクライアントクラスのSNSメソッドに渡します。Amazon SNS クライアン
トサービスオブジェクトを起動する非同期関数を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。

Note
MESSAGE_TEXT をメッセージテキストで、TOPIC_ARNをSNS トピックのARNに置き換えてくだ
さい。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
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import {PublishCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
var params = {
Message: "MESSAGE_TEXT", // MESSAGE_TEXT
TopicArn: "TOPIC_ARN", //TOPIC_ARN
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new PublishCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_publishtotopic.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon SNS でのサブスクリプションの管理

この Node.js コード例は以下を示しています。
• Amazon SNS トピックへのすべてのサブスクリプションを一覧表示する方法。
• E メールアドレス、アプリケーションエンドポイント、または AWS Lambda 関数を Amazon SNS ト
ピックにサブスクライブする方法。
• Amazon SNS トピックのサブスクライブを解除する方法。

シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して通知メッセージを Amazon SNS トピックに発行しま
す。Node.js モジュールは、 JavaScript SNSクライアントクラスの以下のメソッドを使用してトピックを
管理するために SDK for を使用します。
• ListSubscriptionsByTopicCommand
• SubscribeCommand
• ConfirmSubscriptionCommand
• UnsubscribeCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
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• これらの TypeScript Node.js を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供の詳
細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してく
ださい。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

サブスクリプションのトピックへの一覧表示
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SNS トピックへのすべてのサブスクリプションを一
覧表示します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_listsubscriptions.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように
SDK を設定します。
サブスクリプションを一覧表示するトピックの TopicArn パラメータを含むオブジェクトを作成しま
す。SNS クライアントクラスの ListSubscriptionsByTopicCommand メソッドにパラメータを渡しま
す。ListSubscriptionsByTopicCommand メソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブジェ
クトを起動する非同期機能を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。

Note
TOPIC_ARN をサブスクリプションを一覧表示したいトピックのAmazon リソースネーム (ARN)
に置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {ListSubscriptionsByTopicCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { TopicArn: "TOPIC_ARN" }; //TOPIC_ARN
const run = async () => {
try {
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const data = await snsClient.send(new ListSubscriptionsByTopicCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}

};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_listsubscriptions.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

E メールアドレスのトピックへのサブスクライブ
この例では、Node.js モジュールを使用して E メールアドレスをサブスクライブし、Amazon SNS トピッ
クから SMTP E メールメッセージを受信するようにします。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_subscribeemail.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように
SDK を設定します。
email プロトコル、サブスクライブするトピックの TopicArn、およびメッセージの Endpoint として
の E メールアドレスを指定するための Protocol パラメータを含むオブジェクトを作成します。SNS ク
ライアントクラスの SubscribeCommand メソッドにパラメータを渡します。このトピックの他の例が示
すように、渡されたパラメータに使用される値に応じて、subscribe メソッドを使用して Amazon SNS
トピックにいくつかの異なるエンドポイントをサブスクライブすることができます。
SubscribeCommand メソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブジェクトを起動する非同期機
能を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。

Note
TOPIC_ARN をトピックの Amazon リソースネーム (ARN) に、EMAIL_ADDRESSをサブスクライ
ブするEメールアドレスに置き換えてください。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {SubscribeCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
Protocol: "email" /* required */,
TopicArn: "TOPIC_ARN", //TOPIC_ARN
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Endpoint: "EMAIL_ADDRESS", //EMAIL_ADDRESS

};

const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new SubscribeCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_subscribeemail.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

サブスクリプションを確認する
この例では、Node.jsモジュールを使用し、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、メッセージを受信するというエンドポイントの所有者の意思を確認しま
す。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_confirmsubscription.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライア
ントとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
TOPIC_ARNとTOKENを含むパラメータを定義し、AutheticateOnUnsubscribeに対してTRUEまた
はFALSEの値を定義します。TRUEに設定されている場合、Confirm SubscriptionアクションがAWS
署名に必要となります。
トークンは、以前のSUBSCRIBEアクションの期間にエンドポイントの所有者に送信される短期間のトーク
ンです。たとえば、電子メールエンドポイントの場合、TOKENは、E メールの所有者に送信されたサブス
クリプションの確認メールのURLにあります。例えば、abc123は次のURLのトークンです。

ConfirmSubscriptionCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブジェクトを起動
する非同期機能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。
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Note
TOPIC_ARN をトピックの Amazon リソースネーム (ARN) に、TOKENSubscribe を以前
アクションでエンドポイント所有者に送信されたURLのトークン値に置き換えてくださ
いAuthenticateOnUnsubscribe。そして、をTRUEFALSEまたはの値で定義します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {ConfirmSubscriptionCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
Token: "TOKEN", // Required. Token sent to the endpoint by an earlier Subscribe action.
*/
TopicArn: "TOPIC_ARN", // Required
AuthenticateOnUnsubscribe: "true", // 'true' or 'false'
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new ConfirmSubscriptionCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_confirmsubscription.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

アプリケーションエンドポイントのトピックへのサブスクライブ
この例では、Node.js モジュールを使用してモバイルアプリケーションの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します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_confirmsubscription.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なモジュー
ルとパッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
applicationプロトコルを指定するProtocolパラメータ、サブスクライブするトピックのTopicArn、
そしてEndpointパラメータのモバイルアプリケーションエンドポイントのAmazon リソースネーム(ARN)
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を含むオフジェクトを作成します。SNS クライアントクラスの SubscribeCommand メソッドにパラメー
タを渡します。
SubscribeCommandメソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブジェクトを起動する非同期機
能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。

Note
TOPIC_ARN をトピックのAmazon リソースネーム (ARN)に、 MOBILE_ENDPOINT_ARN をトピッ
クスにサブスクライブしているエンドポイントに置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {SubscribeCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
Protocol: "application" /* required */,
TopicArn: "TOPIC_ARN", //TOPIC_ARN
Endpoint: "MOBILE_ENDPOINT_ARN", // MOBILE_ENDPOINT_ARN
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new SubscribeCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_subscribeapp.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Lambda 関数のトピックへのサブスクライブ
この例では、Node.js モジュールを使用して AWS Lambda 関数をサブスクライブし、Amazon SNS ト
ピックから通知を受け取るようにします。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_subscribelambda.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように
SDK を設定します。
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Protocol パラメータを含むオブジェクトを作成し、lambda プロトコル、サブスクライブするトピック
のTopicArn、およびAWS Lambda関数のAmazon Resource Name ARN をEndpoint パラメータとして
指定します。SNS クライアントクラスの SubscribeCommand メソッドにパラメータを渡します。
SubscribeCommand メソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブジェクトを起動する非同期機
能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。

Note
TOPIC_ARN をトピックの Amazon リソースネーム(ARN)に、RAMBDA_FUNCTION_ARNをLambda
関数のAmazonリソースネーム(ARN)に置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {SubscribeCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
Protocol: "lambda" /* required */,
TopicArn: "TOPIC_ARN", //TOPIC_ARN
Endpoint: "LAMBDA_FUNCTION_ARN", //LAMBDA_FUNCTION_ARN
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new SubscribeCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_subscribelambda.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

トピックからのサブスクリプションの解除
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SNS トピックのサブスクリプションを解除します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_unsubscribe.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントと
パッケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。
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サブスクリプションを解除するAmazon リソースネーム(ARN)を指定して、SubscriptionArn パラメー
タを含むオブジェクトを作成します。SNS クライアントクラスの UnsubscribeCommand メソッドにパラ
メータを渡します。
UnsubscribeCommand メソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブジェクトを起動する非同期
機能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。

Note
TOPIC_SUBSCRIPTION_ARN をサブスクリプションを解除するAmazon リソースネーム(ARN)に
置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {UnsubscribeCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { SubscriptionArn: "TOPIC_SUBSCRIPTION_ARN" }; //TOPIC_SUBSCRIPTION_ARN
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new UnsubscribeCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_unsubscribe.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon SNS の SMS メッセージの送信

この Node.js コード例は以下を示しています。
• Amazon SNS の SMS メッセージングの設定を取得および設定する方法。
• 電話番号をチェックして SMS メッセージの受信をオプトアウトしたかどうかを確認する方法。
• SMS メッセージの受信をオプトアウトした電話番号のリストを取得する方法。
• SMS メッセージを送信する方法。

シナリオ
Amazon SNS を使用して、SMS 対応デバイスにテキストメッセージ (SMS メッセージ) を送信できます。
電話番号をトピックにサブスクライブし、トピックへメッセージを送信することにより、電話番号へメッ
セージを直接送信または、一度に複数の電話番号にメッセージを送信できます。
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この例では、一連の Node.js モジュールを使用して、Amazon SNS から SMS 対応デバイスに SMS テキ
ストメッセージを発行します。Node.js モジュールは、SDK for JavaScript を使用して、SNSクライアント
クラスの以下のメソッドを使用して SMS メッセージを発行します。
• GetSMSAttributesCommand
• SetSMSAttributesCommand
• CheckIfPhoneNumberIsOptedOutCommand
• ListPhoneNumbersOptedOutCommand
• PublishCommand

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの TypeScript Node.js を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なAWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティーのモジュールをインストールします。の指示に従ってください
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供の詳
細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してく
ださい。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

SMS 属性の取得
Amazon SNS を使用して、配信の最適化の方法 (コストに対してか、確実な配信に対してか)、毎月の使用
量の上限、メッセージ配信がログに記録される方法、SMS の毎日の使用状況レポートをサブスクライブ
するかどうかなど、SMS メッセージのプリファレンスを指定します。これらのプリファレンスが取得さ
れ、Amazon SNS の SMS 属性として設定されます。
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SNS の現在の SMS 属性を取得します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_getsmstype.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。
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前述のように、必要なクライアントとパッケージのダウンロードを含め、SDKを設定します。取得
する個々の属性の名前など、SMS 属性を取得するためのパラメータを含むオブジェクトを作成しま
す。利用可能な SMS 属性の詳細については、Amazon Simple Notification Service API リファレンスの
SetSMSAttributes を参照してください。
この例では、DefaultSMSType 属性を取得します。これは、SMS メッセージが Promotional (コス
トが最も低くなるようにメッセージ配信が最適化されます) として送信されるのか、Transactional
(信頼性が最も高くなるようにメッセージ配信が最適化されます) として送信されるのかを制御しま
す。SNS クライアントクラスの SetTopicAttributesCommand メソッドにパラメータを渡しま
す。SetSMSAttributesCommand メソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブジェクトを起動
する非同期機能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。

Note
ATTRIBUTE_NAMEを属性の名前に置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {GetSMSAttributesCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
var params = {
attributes: [
"DefaultSMSType",
"ATTRIBUTE_NAME",
/* more items */
],
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new GetSMSAttributesCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_getsmstype.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

SMS 属性の設定
この例では、Node.js モジュールを使用して Amazon SNS の現在の SMS 属性を取得します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
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export

{ snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_setsmstype.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントとパッ
ケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。設定する個々の属性の名前とそれぞれに
設定する値を含む、SMS 属性を設定するためのパラメータを含むオブジェクトを作成します。利用可能な
SMS 属性の詳細については、Amazon Simple Notification Service API リファレンスの SetSMSAttributes
を参照してください。
この例では、DefaultSMSType 属性を Transactional に設定します。これにより、信
頼性が最も高くなるようにメッセージ配信が最適化されます。SNS クライアントクラスの
SetTopicAttributesCommand メソッドにパラメータを渡します。SetSMSAttributesCommand メ
ソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブジェクトを起動する非同期機能 を作成し、パラメータ
オブジェクトを渡します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {SetSMSAttributesCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
attributes: {
/* required */
DefaultSMSType: "Transactional" /* highest reliability */,
//'DefaultSMSType': 'Promotional' /* lowest cost */
},
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new SetSMSAttributesCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_setsmstype.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

電話番号がオプトアウトしているかどうかの確認
この例では、Node.js モジュールを使用して電話番号をチェックし、SMS メッセージの受信をオプトアウ
トしたかどうかを確認します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.

277

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
SMS メッセージの送信
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_checkphoneoptout.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したように
SDK を設定します。パラメータとして確認する電話番号を含むオブジェクトを作成します。
この例では、確認する電話番号を指定するために PhoneNumber パラメータを設定します。SNS クラ
イアントクラスの CheckIfPhoneNumberIsOptedOutCommand メソッドにオブジェクトを渡しま
す。CheckIfPhoneNumberIsOptedOutCommand メソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブ
ジェクトを起動する非同期機能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。

Note
1.
PHONE_NUMBER を電話番号に置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {CheckIfPhoneNumberIsOptedOutCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { phoneNumber: "353861230764" }; //PHONE_NUMBER, in the E.164 phone number
structure
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(
new CheckIfPhoneNumberIsOptedOutCommand(params)
);
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_checkphoneoptout.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

オプトアウトした電話番号の一覧表示
この例では、Node.js モジュールを使用して、SMS メッセージの受信からオプトアウトされた電話番号の
リストを取得します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
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// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_listnumbersoptedout.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に SDK を設定します。空のオブジェクトをパラメータとして作成します。
SNS クライアントクラスの ListPhoneNumbersOptedOutCommand メソッドにオブジェクトを渡しま
す。ListPhoneNumbersOptedOutCommand メソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブジェ
クトを起動する非同期機能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {ListPhoneNumbersOptedOutCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new ListPhoneNumbersOptedOutCommand({}));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_listnumbersoptedout.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

SMS メッセージの発行
この例では、Node.js モジュールを使用して SMS メッセージを電話番号に送信します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名snsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SNS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

このサンプルコードはここにあります GitHub。
sns_publishsms.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライアントとパッ
ケージのインストールを含め、前述のようにSDKを設定します。Message および PhoneNumber パラ
メータを含むオブジェクトを作成します。
SMS メッセージを送信するときは、E.164 形式を使用して電話番号を指定します。E.164 は、国際的な音
声通信に使用される電話番号の構造の規格です。この形式に従う電話番号には最大 15 桁を設定でき、プ
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ラス記号 (+) および国コードのプレフィックスがついています。たとえば、E.164 形式の米国の電話番号
は +1001XXX5550100 として表示されます。
この例では、メッセージを送信するための電話番号を指定する PhoneNumber パラメータを
設定します。SNS クライアントクラスの PublishCommand メソッドにオブジェクトを渡しま
す。PublishCommand メソッドを呼び出すには、Amazon SNS サービスオブジェクトを起動する非同期
機能 を作成し、パラメータオブジェクトを渡します。

Note
TEXT_MESSAGEをテキストメッセージに、PHONE_NUMBERを電話番号に置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {PublishCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
Message: "MESSAGE_TEXT" /* required */,
PhoneNumber: "PHONE_NUMBER", //PHONE_NUMBER, in the E.164 phone number structure
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new PublishCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sns_publishsms.js

このサンプルコードはここにあります GitHub。

Amazon SQS 例
Amazon Simple キューサービス (SQS) は、高速で、信頼性が高く、スケーラブルな、フルマネージドの
メッセージキューイングサービスです。Amazon SQSを使用すると、クラウドアプリケーションのコン
ポーネントを分離できます。Amazon SQS には、高スループットの標準キューと at-least-once 処理、お
よび FIFO キュー (先入先出) 配信および正確に 1 回処理の FIFO キュー。

- JavaScript Amazon SQS のAPIはを通じて公開されますSQSクライアントクラス。Amazon SQS クライ
アントクラスの使用についての詳細は、「」を参照してください。ここ: SQS「」を参照してください。
トピック
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• Amazon SQSで キューを使用する (p. 281)
• Amazon SQS でメッセージの送受信をします (p. 285)
• Amazon SQS で可視性タイムアウトの管理をします (p. 289)
• Amazon SQS でのロングポーリングを有効にします (p. 291)
• Amazon SQS でデッドレターキューを使用します (p. 295)

Amazon SQSで キューを使用する

この Node.js コード例は以下を示しています。
• すべてのメッセージキューの一覧表を取得する方法
• 特定のキューの URL を取得する方法
• キューを作成および削除する方法

例について
この例では、一連の Node.js モジュールは、キューの操作に使用されます。Node.js モジュールは SDK を
JavaScript を使用して、キューが以下のメソッドを呼び出せるようにします。SQSクライアントクラス:
• ListQueuesCommand
• CreateQueueCommand
• GetQueueUrlCommand
• DeleteQueueCommand
Amazon SQS メッセージの詳細については、 Amazon Simple Queue Service Developer GuideのHow
queues workを参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境をセットアップする TypeScript ここ:AWS SDK for
JavaScriptここ: 「」を参照してください。 GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
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• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

キューの一覧表示
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
sqs_listqueues.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なクラ
イアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。キューの一覧
表示に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これはデフォルトでは空のオブジェク
トになります。ListQueuesCommand メソッドを呼び出して、キューの一覧を取得します。この機能は、
すべてのキューのURLを返します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ListQueuesCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new ListQueuesCommand({}));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err, err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sqs_listqueues.js

ここ:ここ: GitHub。

キューの作成
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
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export

{ sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
sqs_createqueue.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なク
ライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。キューの
一覧表示に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これには、作成したキューの名前
を含める必要があります。パラメータには、メッセージ配信が遅延する秒数や、受信したメッセージを保
持する秒数など、キューの属性も含めることができます。CreateQueueCommand メソッドを呼び出しま
す。この機能は、作成されたキューのURLを返します。

Note
置換QUEUENAMEAmazon SNS キューの名前で、DelaySecondsメッセージ配信が遅延する秒
数、およびMessageRetentionPeriod受信したメッセージを保持する秒数。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateQueueCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
QueueName: "SQS_QUEUE_NAME", //SQS_QUEUE_URL
Attributes: {
DelaySeconds: "60", // Number of seconds delay.
MessageRetentionPeriod: "86400", // Number of seconds delay.
},
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new CreateQueueCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
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node sqs_createqueue.js

ここ:ここ: GitHub。

キューの URL の取得
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
sqs_getqueueurl.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なク
ライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。キューの
一覧表示に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これには、必要な URL を持つ
キューの名前を含める必要があります。GetQueueUrlCommand メソッドを呼び出します。この機能は、
指定されたキューのURLを返します。

Note
SQS_QUEUE_NAMEをSQSキュー名に置き換えます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { GetQueueUrlCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const params = { QueueName: "SQS_QUEUE_NAME" };
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new GetQueueUrlCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sqs_getqueueurl.js

ここ:ここ: GitHub。

キューの削除
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
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import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
sqs_deletequeue.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なク
ライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。キューの削
除に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これは、削除するキューの URL で構成
されます。DeleteQueueCommand メソッドを呼び出します。

Note
SQS_QUEUE_URLをAmazon SQS キューの URLに置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteQueueCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const params = { QueueUrl: "SQS_QUEUE_URL" }; //SQS_QUEUE_URL e.g., 'https://
sqs.REGION.amazonaws.com/ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME'
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new DeleteQueueCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err, err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sqs_deletequeue.js

ここ:ここ: GitHub。

Amazon SQS でメッセージの送受信をします

この Node.js コード例は以下を示しています。
• キューでメッセージを送信する方法。
• キューでメッセージを受信する方法。
• キューでメッセージを削除する方法。
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シナリオ
この例では、一連の Node.js モジュールはメッセージの送受信に使用されます。Node.js モジュールは
SDK を JavaScript を使用してメッセージを送受信するには、これらのメソッドを使用してメッセージを送
受信します。SQSクライアントクラス:
• SendMessageCommand
• ReceiveMessageCommand
• DeleteMessageCommand
Amazon SQSメッセージの詳細については、 『Amazon Simple Queue Service開発者ガイ
ド』の「AmazonSQSキューへのメッセージの送信」および「AmazonSQSキューからのメッセージの受信
と削除」を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境をセットアップする TypeScript 例を挙げて、必要な
AWS SDK for JavaScriptここ: 「」を参照してください。 GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• Amazon SQS キュー を作成する。キュー作成の例については、「Amazon SQSで キューを使用す
る (p. 281)」を参照してください。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

キューへメッセージを送信する
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
sqs_sendmessage.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要なク
ライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。メッセージ
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に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これには、このメッセージの送信先となる
キューの URL を含める必要があります。この例で、メッセージは、フィクションのベストセラーの一覧に
ある本についての詳細 (タイトル、著者、および一覧にある週の数) を提供します。
SendMessageCommand メソッドを呼び出します。コールバックは、メッセージの一意の ID を返しま
す。

Note
SQS_QUEUE_URLをSQS キューのURLで置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { SendMessageCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
DelaySeconds: 10,
MessageAttributes: {
Title: {
DataType: "String",
StringValue: "The Whistler",
},
Author: {
DataType: "String",
StringValue: "John Grisham",
},
WeeksOn: {
DataType: "Number",
StringValue: "6",
},
},
MessageBody:
"Information about current NY Times fiction bestseller for week of 12/11/2016.",
// MessageDeduplicationId: "TheWhistler", // Required for FIFO queues
// MessageGroupId: "Group1", // Required for FIFO queues
QueueUrl: "SQS_QUEUE_URL" //SQS_QUEUE_URL; e.g., 'https://sqs.REGION.amazonaws.com/
ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME'
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new SendMessageCommand(params));
console.log("Success, message sent. MessageID:", data.MessageId);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sqs_sendmessage.js

ここ:ここ: GitHub。

キューからのメッセージの受信および削除をする
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
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import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
sqs_receivemessage.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必要な
クライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。メッセー
ジに必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これには、メッセージを受信するキュー
の URL を含める必要があります。この例では、パラメータはすべてのメッセージ属性の受信、および 10
以下のメッセージの受信を指定します。
ReceiveMessageCommand メソッドを呼び出します。コールバックは Message オブジェクトの配列
を返します。その配列から、そのメッセージを後で削除するために使用する各メッセージについての
ReceiptHandle を取得できます。メッセージの削除に必要なパラメータを含む別の JSON オブジェクト
を作成します。これは、キューの URL と ReceiptHandle の値です。受信したメッセージを削除するに
は、DeleteMessageCommand メソッドを呼び出します。

Note
SQS_QUEUE_URL をSQS キューの URLで置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
ReceiveMessageCommand,
DeleteMessageCommand,
} from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const queueURL = "SQS_QUEUE_URL"; //SQS_QUEUE_URL; e.g., 'https://sqs.REGION.amazonaws.com/
ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME'
const params = {
AttributeNames: ["SentTimestamp"],
MaxNumberOfMessages: 10,
MessageAttributeNames: ["All"],
QueueUrl: queueURL,
VisibilityTimeout: 20,
WaitTimeSeconds: 0,
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new ReceiveMessageCommand(params));
if (data.Messages) {
var deleteParams = {
QueueUrl: queueURL,
ReceiptHandle: data.Messages[0].ReceiptHandle,
};
try {
const data = await sqsClient.send(new DeleteMessageCommand(deleteParams));
console.log("Message deleted", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} else {
console.log("No messages to delete");
}
return data; // For unit tests.
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} catch (err) {
console.log("Receive Error", err);
}

};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sqs_receivemessage.js

ここ:ここ: GitHub。

Amazon SQS で可視性タイムアウトの管理をします

この Node.js コード例は以下を示しています。
• 表示されないキューが受信するメッセージの時間間隔を指定する方法。

シナリオ
この例では、Node.js モジュールは可視性タイムアウトを管理するために使用されます。Node.js モジュー
ルは SDK を JavaScript これらのメソッドを使用して可視性タイムアウトを管理するにはSQSクライアン
トクラス:
• ChangeMessageVisibilityCommand
Amazon SQSの可視性タイムアウトの詳細については、 『Amazon Simple Queue Service開発者ガイ
ド』の「可視性タイムアウト」を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境をセットアップする TypeScript 例を挙げて、必要な
AWS SDK for JavaScriptここ: 「」を参照してください。 GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
• Amazon SQS キュー を作成する。キュー作成の例については、「Amazon SQSで キューを使用す
る (p. 281)」を参照してください。
• メッセージをキューに送信します。キューへのメッセージ送信の例については、「Amazon SQS でメッ
セージの送受信をします (p. 285)」を参照してください。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
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• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

可視性タイムアウトの変更
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
sqs_changingvisibility.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよう
に SDK を必ず設定します。キューからメッセージを受信する。
キューからメッセージを受信したら、タイムアウトの設定に必要なパラメータを含む
JSON オブジェクトを作成します。これには、メッセージを含むキューの URL、メッセー
ジ受信時に返された ReceiptHandle、および新しいタイムアウト (秒単位) が含まれま
す。ChangeMessageVisibilityCommand メソッドを呼び出します。

Note
ACCOUNT_IDをアカウントのIDで、QUEUE_NAMEをキューの名前で置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
ReceiveMessageCommand,
ChangeMessageVisibilityCommand,
} from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const queueURL = "https://sqs.REGION.amazonaws.com/ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME"; // REGION,
ACCOUNT_ID, QUEUE_NAME
const params = {
AttributeNames: ["SentTimestamp"],
MaxNumberOfMessages: 1,
MessageAttributeNames: ["All"],
QueueUrl: queueURL,
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new ReceiveMessageCommand(params));
if (data.Messages != null) {
try {
const visibilityParams = {
QueueUrl: queueURL,
ReceiptHandle: data.Messages[0].ReceiptHandle,
VisibilityTimeout: 20, // 20 second timeout
};
const results = await sqsClient.send(
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new ChangeMessageVisibilityCommand(visibilityParams)
);
console.log("Timeout Changed", results);
} catch (err) {
console.log("Delete Error", err);
}
} else {
console.log("No messages to change");
}
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Receive Error", err);
}

};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sqs_changingvisibility.js

ここ:ここ: GitHub。

Amazon SQS でのロングポーリングを有効にします

この Node.js コード例は以下を示しています。
• 新しく作成されたキューでロングポーリングを有効にする方法
• 既存のキューでロングポーリングを有効にする方法
• メッセージの受信時にロングポーリングを有効にする方法

シナリオ
ロングポーリングは、レスポンスの送信前にメッセージがキューで使用可能になるまで Amazon SQS が指
定された時間待機できるようにすることで、空のレスポンス数を削減します。また、ロングポーリングで
は、サーバーをサンプリングするのではなくすべてのサーバーをクエリすることによって、偽の空のレス
ポンスが排除されます。ロングポーリングを有効にするには、受信したメッセージについてゼロ以外の待
機時間を指定する必要があります。これを行うには、キューの ReceiveMessageWaitTimeSeconds パ
ラメータを設定するか、または受信時のメッセージの WaitTimeSeconds パラメータを設定します。
この例では、一連の Node.js モジュールはロングポーリングの有効化に使用されます。Node.js モジュー
ルは SDK を JavaScript を使用して、これらのメソッドを使用してロングポーリングを有効にしま
す。SQSクライアントクラス:
• SetQueueAttributesCommand
• ReceiveMessageCommand
• CreateQueueCommand
Amazon SQSロングポーリングの詳細については、 『Amazon Simple Queue Service開発者ガイ
ド』の「ロングポーリング」を参照してください。
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前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
これらのノードを実行するためのプロジェクト環境をセットアップする TypeScript 例を挙げて、必要な
AWS SDK for JavaScriptここ: 「」を参照してください。 GitHub。

Note
-AWS SDK for JavaScript(V3) は次のように書かれています JavaScript、一貫性のためにこれらの
例を JavaScript。 JavaScript のスーパーセットは JavaScript これらの例は以下でも実行できます
JavaScript。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

キューの作成時にロングポーリングを有効にします
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
sqs_longpolling_createqueue.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に
示したように SDK を必ず設定します。キューの作成に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを
作成します。これには、ReceiveMessageWaitTimeSeconds パラメータのゼロ以外の値が含まれま
す。CreateQueueCommand メソッドを呼び出します。これで、キューに対してロングポーリングが有効
になります。

Note
SQS_QUEUE_URL をSQS キューの URLで置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateQueueCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
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// Set the parameters
const params = {
QueueName: "SQS_QUEUE_NAME", //SQS_QUEUE_URL; e.g., 'https://sqs.REGION.amazonaws.com/
ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME'
Attributes: {
ReceiveMessageWaitTimeSeconds: "20",
},
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new CreateQueueCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err, err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sqs_longpolling_createqueue.js

ここ:ここ: GitHub。

既存のキューでロングポーリングを有効にする
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
sqs_longpolling_existingqueue.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に
示したように SDK を必ず設定します。キューの属性を設定するために必要なパラメータを含む JSON オ
ブジェクトを作成します。これには、ReceiveMessageWaitTimeSeconds パラメータのゼロ以外の値
と、キューの URLが含まれます。SetQueueAttributesCommand メソッドを呼び出します。これで、
キューに対してロングポーリングが有効になります。

Note
置換QUEUE_URLここ:ReceiveMessageWaitTimeSecondsメッセージを受信する前に待つ秒
数。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { SetQueueAttributesCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
Attributes: {
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ReceiveMessageWaitTimeSeconds: "20",
},
QueueUrl: "SQS_QUEUE_URL", //SQS_QUEUE_URL; e.g., 'https://sqs.REGION.amazonaws.com/
ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME'
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new SetQueueAttributesCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err, err.stack);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sqs_longpolling_existingqueue.js

ここ:ここ: GitHub。

メッセージ受信時のロングポーリングを有効にする
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
sqs_longpolling_receivemessage.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に
示したように SDK を必ず設定します。メッセージの受信に必要なパラメータを含む JSON オブジェクト
を作成します。これには、WaitTimeSeconds パラメータのゼロ以外の値と、キューの URL が含まれま
す。ReceiveMessageCommand メソッドを呼び出します。

Note
置換QUEUE_URLここ:MaxNumberOfMessages最大メッセージ数、およびWaitTimeSeconds待
機時間 (秒単位) を指定します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ReceiveMessageCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const queueURL = "SQS_QUEUE_URL"; // SQS_QUEUE_URL
const params = {
AttributeNames: ["SentTimestamp"],
MaxNumberOfMessages: 1,
MessageAttributeNames: ["All"],
QueueUrl: queueURL,
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WaitTimeSeconds: 20,

};

const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new ReceiveMessageCommand(params));
console.log("Success, ", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sqs_longpolling_receivemessage.js

ここ:ここ: GitHub。

Amazon SQS でデッドレターキューを使用します

この Node.js コード例は以下を示しています。
• キューを使用して、キューが処理できない他のキューからのメッセージを受信して保持する方法。

シナリオ
デッドレターキューは、正常に処理できないメッセージの送信先として他の (送信元) キューが使用できる
キューです。これらのメッセージは、処理が成功しなかった理由を判断するためにデッドレターキューに
分離できます。デッドレターキューにメッセージを送信する各ソースキューを、個別に設定する必要があ
ります。1 つのデッドレターキューを複数のキューの送信先とすることができます。
この例では、Node.js モジュールは、デッドレターキューにメッセージをルーティングするために使用さ
れます。Node.js モジュールは SDK を JavaScript これらのメソッドを使用してデッドレターキューを使用
するにはSQSクライアントクラス:
• SetQueueAttributesCommand
Amazon SQSデッドレターキューの詳細については、『Amazon Simple Queue Service開発者ガイ
ド』のAmazonSQSデッドレターキューの使用」を参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。
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• デッドレターキューとして配信する Amazon SQS キューを作成すします。キュー作成の例については、
「Amazon SQSで キューを使用する (p. 281)」を参照してください。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、「JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)」を参照して
ください。

ソースキューを設定します
デッドレターキューとして機能するキューの作成後は、デッドレターキューに未処理のメッセージをルー
ティングするように他のキューを設定する必要があります。これを行うには、デッドレターキューとして
使用するキューと、デッドレターキューにルーティングされる前に個別のメッセージで受信する最大数を
識別するリドライブポリシーを指定します。
libsディレクトリを作成し、ファイル名sqsClient.jsでNode.js モジュールを作成します。以下のコー
ドをコピーし、ペーストしてAmazon SQS クライアントオブジェクトを作成します。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ここ:ここ: GitHub。
sqs_deadletterqueue.jsというファイル名で Node.js モジュールを作成します。前述のように、必
要なクライアントとパッケージのダウンロードに含めて、SDK が設定されていることを確認します。
キューの属性の更新に必要なパラメータを含む JSON オブジェクトを作成します。これには、デッドレ
ターキューのARN とmaxReceiveCountの値の両方を指定するRedrivePolicy パラメーターが含まれま
す。お客様が設定する URL ソースキューも指定します。SetQueueAttributesCommand メソッドを呼
び出します。

Note
SQS_QUEUE_URLをSQS キューの URL で、 DEAD_LETTER_QUEUE_ARNをデッドレターキューの
ARN に置き換えてください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { SetQueueAttributesCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
var params = {
Attributes: {
RedrivePolicy:
'{"deadLetterTargetArn":"DEAD_LETTER_QUEUE_ARN",' +
'"maxReceiveCount":"10"}', //DEAD_LETTER_QUEUE_ARN
},
QueueUrl: "SQS_QUEUE_URL", //SQS_QUEUE_URL
};
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const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new SetQueueAttributesCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node sqs_deadletterqueue.js // If you prefer JavaScript, enter 'sqs_deadletterqueue.js'

ここ:ここ: GitHub。

Amazon Transcribeの例
Amazon Transcribe を使用すると、開発者はアプリケーションに音声認識機能を簡単に追加できます。

- JavaScript 「Amazon Transcribe」(Amazon TranscribeTranscribeServiceクライアントクラス。
トピック
• Amazon Transcribeの例 (p. 297)
• Amazon Transcribe Medicalの例 (p. 301)

Amazon Transcribeの例
この例では、一連のNode.jsモジュールを使用して、TranscribeServiceクライアントクラスの次のメ
ソッドを使用して文字起こしジョブを作成、一覧表示、および削除します。
• StartTranscriptionJobCommand
• ListTranscriptionJobsCommand
• DeleteTranscriptionJobCommand
Amazon Transcribe ユーザーの詳細については、Amazon Transcribe 開発者ガイドを参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境をセットアップする TypeScript ここ:AWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティモジュール 「」を参照してください。 GitHub。
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• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供の詳
細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してく
ださい。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照してくだ
さい。

Amazon Transcribe ジョブを開始します
この例は、AWS SDK for JavaScriptを使用してAmazon音声文字変換ジョブを開始する方法を示していま
す。詳細については、次を参照してください。StartTranscriptionJobCommand。
libsディレクトリを作成し、ファイル名transcribeClient.jsでNode.js モジュールを作成します。
以下のコードをコピーして、ペーストして、Amazon Transcribe クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGIONをAWS地域に置き換えます。
const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。
transcribe-create-job.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に
示したように、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されている
ことを確認してください。必要なパラメータを指定してパラメータ オブジェクトを作成しま
す。StartMedicalTranscriptionJobCommandコマンドを使用してジョブを開始します。

Note
MEDICAL_JOB_NAMEをトランスクリプションジョブの名前に置き換えてくださ
い。OUTPUT_BUCKET_NAMEには、出力が保存されるAmazonS3バケットを指定しま
す。JOB_TYPEには、ジョブのタイプを指定します。SOURCE_LOCATIONには、ソースファイル
の場所を指定します。SOURCE_FILE_LOCATIONには、入力メディアファイルの場所を指定しま
す。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { StartTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
TranscriptionJobName: "JOB_NAME",
LanguageCode: "LANGUAGE_CODE", // For example, 'en-US'
MediaFormat: "SOURCE_FILE_FORMAT", // For example, 'wav'
Media: {
MediaFileUri: "SOURCE_LOCATION",
// For example, "https://transcribe-demo.s3-REGION.amazonaws.com/hello_world.wav"
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},
OutputBucketName: "OUTPUT_BUCKET_NAME"

};

export const run = async () => {
try {
const data = await transcribeClient.send(
new StartTranscriptionJobCommand(params)
);
console.log("Success - put", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node transcribe-create-job.js

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。

AmazonTranscribeジョブを一覧表示します
この例は、AWS SDK for JavaScriptを使用して「Amazon Transcribe」(Amazon Transcribe)
文字起こしジョブを一覧表示する方法を示しています。変更できる他の設定の詳細について
は、ListTranscriptionJobCommandを参照してください。
libsディレクトリを作成し、ファイル名transcribeClient.jsでNode.jsモジュールを作成します。
以下のコードをコピーして、ペーストして、Amazon Transcribe クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGIONをAWS地域に置き換えます。
const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。
transcribe-list-jobs.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してくださ
い。必要なパラメータを使用して パラメータオブジェクトを作成します。

Note
KEY_WORDを、返されるジョブ名が含まれている必要のあるキーワードに置き換えます。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ListTranscriptionJobsCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
JobNameContains: "KEYWORD", // Not required. Returns only transcription
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// job names containing this string

};

export const run = async () => {
try {
const data = await transcribeClient.send(
new ListTranscriptionJobsCommand(params)
);
console.log("Success", data.TranscriptionJobSummaries);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node transcribe-list-jobs.js

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。

Amazon Transcribe ジョブを削除します
この例では、AWS SDK for JavaScriptを使用してAmazon Transcribe文字起こしジョブを削除する方法を
示します。オプションの詳細については、DeleteTranscriptionJobCommandを参照してください。
libsディレクトリを作成し、ファイル名transcribeClient.jsでNode.js モジュールを作成します。
以下のコードをコピーして、ペーストして、Amazon Transcribe クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGIONをAWS地域に置き換えます。
import { TranscribeClient } from "@aws-sdk/client-transcribe";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create Transcribe service object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。
transcribe-delete-job.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してくださ
い。AWSの地域および削除したいジョブの名前指定します。

Note
JOB_NAMEを削除するジョブの名前に置き換えてください。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
TranscriptionJobName: "JOB_NAME", // Required. For example, 'transciption_demo'
};
export const run = async () => {
try {
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const data = await transcribeClient.send(
new DeleteTranscriptionJobCommand(params)
);
console.log("Success - deleted");
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node transcribe-delete-job.js

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。

Amazon Transcribe Medicalの例
この例では、一連のNode.jsモジュールを使用して、TranscribeServiceクライアントクラスの次のメ
ソッドを使用して、医療文字起こしジョブを作成、一覧表示、および削除します。
• StartMedicalTranscriptionJobCommand
• ListMedicalTranscriptionJobsCommand
• DeleteMedicalTranscriptionJobCommand
Amazon Transcribe ユーザーの詳細については、Amazon Transcribe 開発者ガイドを参照してください。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境をセットアップする TypeScript ここ:AWS SDK for
JavaScriptおよびサードパーティモジュール 「」を参照してください。 GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供の詳
細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してく
ださい。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアントサービスオブジェクトとコマンドを
import/export する方法を示します。
• これには Node.js バージョン13.x以降が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードし
てインストールするには、「Node.js ダウンロード」を参照してください。
• CommonJS 構文を使用する場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照してくだ
さい。

Amazon Transcribe のメディカル文字起こしジョブを開始します
この例では、AWS SDK for JavaScriptを使用してAmazon Transcribe のメディカル文字起こしジョブをス
タートする方法を示します。詳細については、次を参照してください。startMedicalTranscriptionJob。
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libsディレクトリを作成し、ファイル名transcribeClient.jsでNode.js モジュールを作成します。
以下のコードをコピーして、ペーストして、Amazon Transcribe クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGIONをAWS地域に置き換えます。
import { TranscribeClient } from "@aws-sdk/client-transcribe";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create Transcribe service object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。
transcribe-create-medical-job.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成しま
す。前に示したように、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されて
いることを確認してください。必要なパラメータを指定してパラメータ オブジェクトを作成しま
す。StartMedicalTranscriptionJobCommandコマンドを使用してメディカル ジョブをスタートしま
す

Note
MEDICAL_JOB_NAMEをメディカル文字起こしジョブの名前に置き換えてくださ
い。OUTPUT_BUCKET_NAMEには、出力が保存されるAmazonS3バケットを指定しま
す。JOB_TYPEには、ジョブのタイプを指定します。SOURCE_LOCATIONには、出典ファイルの
場所を指定します。SOURCE_FILE_LOCATIONには 、入力メディアファイルの場所を指定しま
す。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { StartMedicalTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
MedicalTranscriptionJobName: "MEDICAL_JOB_NAME", // Required
OutputBucketName: "OUTPUT_BUCKET_NAME", // Required
Specialty: "PRIMARYCARE", // Required. Possible values are 'PRIMARYCARE'
Type: "JOB_TYPE", // Required. Possible values are 'CONVERSATION' and 'DICTATION'
LanguageCode: "LANGUAGE_CODE", // For example, 'en-US'
MediaFormat: "SOURCE_FILE_FORMAT", // For example, 'wav'
Media: {
MediaFileUri: "SOURCE_FILE_LOCATION",
// The S3 object location of the input media file. The URI must be in the same region
// as the API endpoint that you are calling.For example,
// "https://transcribe-demo.s3-REGION.amazonaws.com/hello_world.wav"
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await transcribeClient.send(
new StartMedicalTranscriptionJobCommand(params)
);
console.log("Success - put", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
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node transcribe-create-medical-job.js

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。

Amazon Transcribe メディカルジョブを一覧表示します
この例では、AWS SDK for JavaScriptを使用して Amazon Transcribe Transcribeジョブを一覧表示する方
法を示します。詳細については、次を参照してください。ListTranscriptionMedicalJobsCommand。
libsディレクトリを作成し、ファイル名transcribeClient.jsでNode.js モジュールを作成します。
以下のコードをコピーして、ペーストして、Amazon Transcribe クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGIONをAWS地域に置き換えます。
const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。
transcribe-list-medical-jobs.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成しま
す。前に示したように、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定さ
れていることを確認してください。必要なパラメータを使用してパラメータオブジェクトを作成
し、ListMedicalTranscriptionJobsCommandのコマンドを使用してメディカルジョブを一覧表にし
ます。

Note
KEYWORDを、返されるジョブ名が含まれている必要のあるキーワードに置き換えます。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ListMedicalTranscriptionJobsCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
JobNameContains: "KEYWORD", // Returns only transcription job names containing this
string
};
export const run = async () => {
try {
const data = await transcribeClient.send(
new ListMedicalTranscriptionJobsCommand(params)
);
console.log("Success", data.MedicalTranscriptionJobName);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node transcribe-list-medical-jobs.js
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このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。

Amazon Transcribe メディカル ジョブを削除します
この例では、AWS SDK for JavaScriptを使用して Amazon Transcribe 文字起こしジョブを削除する方法を
示します。オプションの詳細については、DeleteTranscriptionMedicalJobCommandを参照してくだ
さい。
libsディレクトリを作成し、ファイル名transcribeClient.jsでNode.js モジュールを作成します。
以下のコードをコピーして、ペーストして、Amazon Transcribe クライアントオブジェクトを作成しま
す。REGIONをAWS地域に置き換えます。
import { TranscribeClient } from "@aws-sdk/client-transcribe";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create Transcribe service object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。
transcribe-delete-job.jsファイル名を使用してNode.jsモジュールを作成します。前に示したよう
に、必要なクライアントとパッケージのインストールを含むSDKが設定されていることを確認してくださ
い。必要なパラメータを使用してパラメータオブジェクトを作成し、DeleteMedicalJobCommandのコ
マンドを使用してメディカルジョブを削除します。

Note
JOB_NAMEを削除するジョブの名前に置換します。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteMedicalTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
MedicalTranscriptionJobName: "MEDICAL_JOB_NAME", // For example,
'medical_transciption_demo'
};
export const run = async () => {
try {
const data = await transcribeClient.send(
new DeleteMedicalTranscriptionJobCommand(params)
);
console.log("Success - deleted");
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下を入力します。
node transcribe-delete-medical-job.js
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このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ: GitHub。

Amazon Redshift の例
Amazon Redshift は、クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイトスケールのデータウェアハウスサー
ビスです。Amazon Redshift データウェアハウスは、ノードと呼ばれるコンピューティングリソースの集
合で、クラスターと呼ばれるグループに編成されています。各クラスターは Amazon Redshift エンジンを
実行し、1 つ以上のデータベースを含みます。

Amazon Redshift 用の JavaScript API は、Amazon Redshiftクライアントクラス。
トピック
• Amazon Redshift の例 (p. 305)

Amazon Redshift の例
この例では、一連の Node.js モジュールを使用して Amazon Redshift クラスターのパラメーターを作成、
変更、説明、削除します。Redshiftクライアントクラス:
• CreateClusterCommand
• ModifyClusterCommand
• DescribeClustersCommand
• DeleteClusterCommand
Amazon Redshift ユーザーの詳細については、「」を参照してください。Amazon Redshift 入門ガイド。

前提条件タスク
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらの Node TypeScript の例を実行するようにプロジェクト環境を設定し、必要なものをイン
ストールします。AWS SDK for JavaScriptサードパーティーのモジュールです。「」の指示に従っ
て、GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供方法
の詳細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照し
てください。

Important
これらの例は、ECMAScript6 (ES6) を使用してクライアント・サービス・オブジェクトおよびコ
マンドをインポート/エクスポートする方法を示します。
• これには Node.js バージョン 13.x 以上が必要です。Node.js の最新バージョンをダウンロード
してインストールするには、「」を参照してください。Node.js ダウンロードします。。
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• CommonJS 構文を使用する場合は、「」を参照してください。JavaScript ES6/CommonJS 構
文 (p. 58)

Amazon Redshift クラスターの作成
この例では、を使用して Amazon Redshift クラスターを作成する方法を示します。AWS SDK for
JavaScript。詳細については、「」を参照してください。CreateCluster。

Important
ここで作成するクラスターはライブです (サンドボックスで実行されるわけではありません)。ク
ラスターを削除するまで、そのクラスターについて Amazon Redshift 標準使用料が発生します。
クラスターを作成したときと同じ座っているクラスターを削除すれば、課金される合計料金はご
くわずかです。
の作成libsディレクトリを選択し、というファイル名で Node.js モジュールを作成しま
す。redshiftClient.js。以下のコードをコピーして、Amazon Redshift クライアントオブジェクトを
作成します。置換##とともにAWSリージョン。
import { RedshiftClient } from "@aws-sdk/client-redshift";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create Redshift service object.
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };

このコード例については、「」を参照してください。GitHub。
redshift-create-cluster.js というファイル名で Node.js モジュールを作成します。必要なクライ
アントおよびパッケージのインストールを含め、前に示したように SDK が設定されていることを確認しま
す。パラメータオブジェクトを作成し、プロビジョニングするノードタイプ、およびクラスタ内に自動的
に作成されるデータベースインスタンスのマスターユーザー名とパスワードを指定し、最後にクラスタタ
イプを指定します。

Note
置換CLUSTER_NAMEクラスターの名前で。を使用する場合NODE_TYPEたとえば、'dc2.large' な
ど、プロビジョニングするノードタイプを指定します。MASTER_USERNAMEそしてPASSWORDク
ラスター内の DB インスタンスのマスターユーザーのマスターユーザーの名前とパスワードを指
定します。を使用する場合CLUSTER_TYPEで、クラスターのタイプを入力します。を指定した場
合single-nodeの場合、NumberOfNodesパラメータ。残りのパラメータはオプションです。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateClusterCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
import { redshiftClient } from "./libs/redshiftClient.js";
const params = {
ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME", // Required
NodeType: "NODE_TYPE", //Required
MasterUsername: "MASTER_USER_NAME", // Required - must be lowercase
MasterUserPassword: "MASTER_USER_PASSWORD", // Required - must contain at least one
uppercase letter, and one number
ClusterType: "CLUSTER_TYPE", // Required
IAMRoleARN: "IAM_ROLE_ARN", // Optional - the ARN of an IAM role with permissions your
cluster needs to access other AWS services on your behalf, such as Amazon S3.
ClusterSubnetGroupName: "CLUSTER_SUBNET_GROUPNAME", //Optional - the name of a cluster
subnet group to be associated with this cluster. Defaults to 'default' if not specified.
DBName: "DATABASE_NAME", // Optional - defaults to 'dev' if not specified
Port: "PORT_NUMBER", // Optional - defaults to '5439' if not specified
};
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const run = async () => {
try {
const data = await redshiftClient.send(new CreateClusterCommand(params));
console.log(
"Cluster " + data.Cluster.ClusterIdentifier + " successfully created"
);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下のように入力します。
node redshift-create-cluster.js

このサンプルコードは、GitHub で入手できます。

Amazon Redshift クラスターの変更
この例では、を使用して Amazon Redshift クラスターのマスターユーザーパスワードを変更する方法を示
します。AWS SDK for JavaScript。その他の設定を変更できる設定の詳細については、「」を参照してく
ださい。ModifyCluster。
の作成libsディレクトリを選択し、というファイル名で Node.js モジュールを作成しま
す。redshiftClient.js。以下のコードをコピーして、Amazon Redshift クライアントオブジェクトを
作成します。置換##とともにAWSリージョン。
import { RedshiftClient } from "@aws-sdk/client-redshift";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create Redshift service object.
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };

このコード例については、「」を参照してください。GitHub。
redshift-modify-cluster.js というファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示したよ
うに SDK が設定されていることを確認します。必要なクライアントとパッケージのインストールも含まれ
ます。[] を指定します。AWSリージョン、変更するクラスターの名前、および新しいマスターユーザーパ
スワード。

Note
置換CLUSTER_NAMEクラスターの名前で、PASSWORD新しいマスターユーザーパスワードを使用
します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ModifyClusterCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
import { redshiftClient } from "./libs/redshiftClient.js";
// Set the parameters
const params = {
ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME",
MasterUserPassword: "NEW_MASTER_USER_PASSWORD",
};
const run = async () => {
try {
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const data = await redshiftClient.send(new ModifyClusterCommand(params));
console.log("Success was modified.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下のように入力します。
node redshift-modify-cluster.js

このサンプルコードは、GitHub で入手できます。

Amazon Redshift クラスターの詳細を表示する
この例では、を使用して Amazon Redshift クラスターの詳細を表示する方法を示します。AWS SDK for
JavaScript。オプションの詳細については、「」を参照してください。DescribeClusters。
の作成libsディレクトリを選択し、というファイル名で Node.js モジュールを作成しま
す。redshiftClient.js。以下のコードをコピーして、Amazon Redshift クライアントオブジェクトを
作成します。置換##とともにAWSリージョン。
import { RedshiftClient } from "@aws-sdk/client-redshift";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create Redshift service object.
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };

このコード例については、「」を参照してください。GitHub。
redshift-descibe-clusters.js というファイル名で Node.js モジュールを作成します。前に示した
ように SDK が設定されていることを確認します。必要なクライアントとパッケージのインストールも含ま
れます。[] を指定します。AWSリージョン、変更するクラスターの名前、および新しいマスターユーザー
パスワード。

Note
置換CLUSTER_NAMEクラスターの名前で。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeClustersCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
import { redshiftClient } from "./libs/redshiftClient.js";
const params = {
ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME",
};
const run = async () => {
try {
const data = await redshiftClient.send(new DescribeClustersCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下のように入力します。
node redshift-describe-clusters.js

このサンプルコードは、GitHub で入手できます。

Amazon Redshift クラスターを削除する
この例では、を使用して Amazon Redshift クラスターの詳細を表示する方法を示します。AWS
SDK for JavaScript。その他の設定を変更できる設定の詳細については、「」を参照してくださ
い。DeleteCluster。
の作成libsディレクトリを選択し、というファイル名で Node.js モジュールを作成しま
す。redshiftClient.js。以下のコードをコピーして、Amazon Redshift クライアントオブジェクトを
作成します。置換##とともにAWSリージョン。
import { RedshiftClient } from "@aws-sdk/client-redshift";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create Redshift service object.
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };

このコード例については、「」を参照してください。GitHub。
というファイル名で Node.js モジュールを作成します。redshift-delete-clusters.js。前に示した
ように SDK が設定されていることを確認します。必要なクライアントとパッケージのインストールも含ま
れます。[] を指定します。AWSリージョン、変更するクラスターの名前、および新しいマスターユーザー
パスワード。では、削除前にクラスターの最終スナップショットを保存するかどうかを指定します。保存
する場合は、スナップショットの ID を指定します。

Note
置換CLUSTER_NAMEクラスターの名前で。向けのSkipFinalClusterSnapshotで、クラスター
を削除する前に最後のスナップショットを作成するかどうかを指定します。'false' を指定した場
合は、で最終クラスタースナップショットの ID を指定します。SNAPSHOT_ID。このIDは、内
のリンクをクリックすることで取得できますスナップショット上のクラスタの列クラスターダッ
シュボード、およびスクロールダウンしてスナップショットペイン。ステムrs:スナップショッ
ト ID の一部ではありません。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteClusterCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
import { redshiftClient } from "./libs/redshiftClient.js";
const params = {
ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME",
SkipFinalClusterSnapshot: false,
FinalClusterSnapshotIdentifier: "CLUSTER_SNAPSHOT_ID",
};
const run = async () => {
try {
const data = await redshiftClient.send(new DeleteClusterCommand(params));
console.log("Success, cluster deleted. ", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
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run();

この例を実行するには、コマンドプロンプトで以下のように入力します。
node redshift-delete-cluster.js

このサンプルコードは、GitHub で入手できます。

Amazon EC2 インスタンスでの Node.js を設定する
SDK で Node.js を使用する一般的なシナリオは JavaScript Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
インスタンス上で Node.js ウェブアプリケーションをセットアップして実行することです。このチュート
リアルでは、Linux インスタンスを作成し、SSH を使用してインスタンスに接続してから、そのインスタ
ンスで実行する Node.js をインストールします。

前提条件
このチュートリアルは、インターネットから到達可能で、SSHを使用して接続できるパブリックDNS名で
Linuxインスタンスをすでに起動していることを前提としています。詳細については、次を参照してくださ
い。ステップ 1: インスタンスの起動のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。
また、セキュリティグループを設定して、SSH (ポート 22)、HTTP (ポート 80)、HTTPS (ポート 443) 接
続を有効にしている必要もあります。前提条件の詳細については、[ Amazon EC2 User Guide for Linux
Instances ]の[ Setting up with Amazon EC2 ]を参照してください。

手順
次の手順により、Amazon Linux インスタンスで Node.js をインストールすることができます。このサー
バーを使用して Node.js ウェブアプリケーションをホストすることができます。

Linux インスタンスで Node.js を設定するには
1.

SSH を使用して、Linux インスタンスに ec2-user として接続します。

2.

コマンドラインで次のように入力して、ノードバージョンマネージャー(nvm)をインストールしてくだ
さい。

Warning
AWS は、次のコードを制御しません。実行する前に、その信頼性と整合性を検証する必要が
あります。このコードの詳細については、「」」」」」」」」」」」nvm GitHub repository.
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.37.2/install.sh | bash

nvmは Node.js の複数のバージョンをインストールすることができ、そして、それらの切り替えもで
きるため、nvmを使用して Node.js をインストールします。
3.

コマンドラインに次のように入力して、nvm をアクティベートにします。
. ~/.nvm/nvm.sh

4.

コマンドラインで次のように入力し、nvm を使用して Node.js の最新バージョンをインストールしま
す。
nvm install --lts
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Note
これにより、現在の長期Support バージョンがインストールされます。
Node.js をインストールすると、Node Package Manager (npm) もインストールされるため、必要に応
じて追加のモジュールをインストールできます。
5.

コマンドラインで次のように入力して、Node.js が正しくインストールされ、実行されていることを
テストします。
node -e "console.log('Running Node.js ' + process.version)"

これにより、実行中の Node.js のバージョンを示す次のメッセージが表示されます。
Running Node.js VERSION

Note
ノードのインストールは、現在の Amazon EC2 セッションにのみ適用されます。CLI セッショ
ンを再開する場合は、nvm を再度使用して、インストールされているノードバージョンを有効に
する必要があります。インスタンスが終了した場合は、ノードを再インストールする必要があり
ます。別の方法として、次のトピックで説明するように、保持したい設定が完了したら Amazon
EC2 インスタンスのAmazon Machine Image (AMI) を作成することです。

Amazon マシンイメージ（AMI）を作成します
Amazon EC2 インスタンスで Node.js をインストールしたら、そのインスタンスから Amazon マシンイ
メージ (AMI) を作成できます。AMI を作成することで、同じ Node.js のインストールで複数の Amazon
EC2 インスタンスを簡単にプロビジョニングできます。既存のインスタンスから AMI を作成する方法の
詳細については、[ Amazon EC2 User Guide for Linux Instances ]の「 [ Creating an amazon EBS-backed
Linux AMI ]」を参照してください。

関連リソース
このトピックで使用されているコマンドおよびソフトウェアの詳細については、次のウェブページを参照
してください。
• ノードバージョンマネージャ (nvm) —を参照してくださいnvm repo on GitHub。
• ノードパッケージマネージャー (npm)-[ npm website ]を参照してください。

DynamoDB にデータを送信するアプリケーション
を構築します

このクロスサービス Node.js チュートリアルでは、ユーザーが Amazon DynamoDB 表にデータの送信を有
効にするアプリケーションを構築する方法について示します。このアプリケーションでは、次のサービス
を使用します。
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• AWS Identity and Access Management(IAM) と Amazon Cognito の認可と許可。
• 表を作成および更新するための「Amazon DynamoDB」（Amazon DynamoDB）。
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ユーザーが表を更新したときにアプリケーショ
ン管理者に通知します。

シナリオ
このチュートリアルでは、HTML ページが Amazon DynamoDB表にデータを送信するためのブラウザベー
スのアプリケーションを提供します。アプリケーションは Amazon SNS を使用して、ユーザーが表を更新
したときにアプリケーション管理者に通知します。

アプリを構築するには
1.
2.

前提条件 (p. 312)
リソースのプロビジョニング (p. 312)

3.
4.
5.

HTMLを作成する (p. 314)
ブラウザスクリプトを作成する (p. 315)
次のステップ (p. 317)

前提条件
以下の前提条件を満たしてください。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例から始めることができま
す。AWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従って、を参照して
ください GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

AWSリソースを作成します
このアプリケーションは、次のリソースが必要になります。
• 次の権限を持つAWS Identity and Access Management(IAM) は Amazon Cognito ユーザーロールを認証
していません。
• sns:Publish
• dynamodb: dynamodbPutItem
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• DynamoDB 表。
これらのリソースは、AWSコンソールを手動で作成することができますが、このチュートリアルで説明す
るようにAWS CloudFormation(AWS CloudFormation)を使用してこれらのリソース をプロビジョニングす
ることをお勧めします。

AWS CloudFormationを使用してAWSリソースを作成します
AWS CloudFormationは、AWSインフラストラクチャデプロイを予想可能および繰り返し作成し、プ
ロビジョニングすることができます。AWS CloudFormationの詳細については、AWS CloudFormation
developer guide（デベロッパーガイド）を参照してください。
AWS CLIを使用してAWS CloudFormationスタックを作成するには：
1.

「AWS CLI User Guide」（ユーザーガイド）の手順に従ってAWS CLIをインストールして設定しま
す。

2.

という名前のファイルを作成します。setup.yamlプロジェクトフォルダのルートディレクトリにコ
ンテンツを、プロジェクトフォルダのルートディレクトリにあるコンテンツをコピーします。ここ::
GitHubそれに。

Note
-AWS CloudFormationテンプレートはを使用して生成されましたAWS CDK使用可能ですこ
こ:: GitHub。AWS CDKの詳細については、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)デベ
ロッパーガイドを参照してください。
3.

コマンドラインから、以下のように置き換えて、コマンドを実行します。STACK_NAMEスタックの一
意な名前で、および、および、および:##側::AWSregion:。

Important
スタック名は、AWS 地域および AWS アカウント内で一意である必要があります。最大 128
文字まで指定でき、数字とハイフンを使用できます。
aws cloudformation create-stack --stack-name STACK_NAME --template-body file://
setup.yaml --capabilities CAPABILITY_IAM --region REGION

create-stackコマンドパラメータの詳細については、 AWS CLI Command Reference guide(コマン
ドリファレンスガイド）およびAWS CloudFormation User Guide(ユーザーガイド）を参照してくださ
い。
作成されたリソースを表示するには、AWSマネジメントコンソールでAWS CloudFormationを開き、
スタックを選択し、Resources（リソース）タブを選択します。
4.

スタックが作成されたら、表に入力します (p. 313)の説明のようにAWS SDK for JavaScriptを使用し
て DynamoDB表に入力します。

表に入力します
テーブルにデータを入力するには、まずlibsというのディレクトリを作成し、そこ
にdynamoClient.jsというファイルを作成し、それに以下の内容をペーストします。REGION（地域）
を、AWS地域に置き換えます。これにより DynamoDB クライアントオブジェクトが作成されます。
import { CognitoIdentityClient } from "@aws-sdk/client-cognito-identity";
import { fromCognitoIdentityPool } from "@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity";
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
const REGION = "REGION";
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const IDENTITY_POOL_ID = "IDENTITY_POOL_ID"; // An Amazon Cognito Identity Pool ID.
// Create an Amazon DynaomDB service client object.
const dynamoClient = new DynamoDBClient({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: REGION }),
identityPoolId: IDENTITY_POOL_ID,
}),
});
export { dynamoClient };

このコードは利用可能ですここ:: GitHub。
次に、を作成します:dynamoAppHelperFilesフォルダを、プロジェクトフォルダのフォルダに、ファイ
ルを作成します。update-table.jsその中に、コンテンツをコピーしてくださいここ:: GitHubそれに。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { dynamoClient } from "../libs/dynamoClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
TableName: "Items",
Item: {
id: { N: "1" },
title: { S: "aTitle" },
name: { S: "aName" },
body: { S: "aBody" },
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await dynamoClient.send(new PutItemCommand(params));
console.log("success");
console.log(data);
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run();

コマンドラインから、以下のコマンドを実行します。
node update-table.js

このコードは利用可能ですここ:: GitHub。

アプリケーションのフロントエンドページを作成しま
す
ここでは、アプリケーションのフロントエンド HTMLブラウザページを作成します。
の作成DynamoDBAppディレクトリ、という名前のファイルを作成します。index.html、そしてコード
をコピーしてここ:: GitHub。-script要素はmain.jsファイルには、必要なものがすべて含まれていま
す。 JavaScript例から始めることができます。このチュートリアルの後半で、main.jsファイルを作成し
ます。index.htmlの残りのコードは、ユーザーが入力するデータをキャプチャするブラウザページを作
成します。
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このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ:: GitHub。

ブラウザスクリプトを作成します
まず、この例に必要なサービスクライアントオブジェクトを作成します。libsディレクトリの作
成、snsClient.jsを作成し、それに以下のコードをペーストします。それぞれのREGION（地域）
とIDENTITY_POOL_ID（アイデンティティプールID)を置き換えます。

Note
AWSリソースを作成します (p. 312)で作成したAmazon CognitoアイデンティティプールのIDを
使用します。
import { CognitoIdentityClient } from "@aws-sdk/client-cognito-identity";
import { fromCognitoIdentityPool } from "@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity";
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
const REGION = "REGION";
const IDENTITY_POOL_ID = "IDENTITY_POOL_ID"; // An Amazon Cognito Identity Pool ID.
// Create an Amazon Comprehend service client object.
const snsClient = new SNSClient({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: REGION }),
identityPoolId: IDENTITY_POOL_ID,
}),
});
export { snsClient };

このコードは利用可能ですここ:: GitHub。。
この例のブラウザースクリプトを作成するには、DynamoDBAppというフォルダに、ファイル
名add_data.jsで Node.js モジュールを作成し、それに以下のコードをペーストします。submitData関
数は DynamoDB 表にデータを送信し、Amazon SNSを使用してアプリケーション管理者にSMSテキスト
を送信します。
submitData関数で、ターゲットの電話番号、アプリケーションインターフェイスで入力された値、およ
び Amazon S3 バケットの名前の変数を表します。次に、表に項目を追加するためのパラメータオブジェ
クトを作成します。いずれの値も空でない場合は、submitDataが表に項目を追加し、メッセージが送信
されます。この機能をブラウザに利用可能にすることを忘れないでください。window.submitData =
submitData。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { PublishCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import { snsClient } from "../libs/snsClient.js";
import { dynamoClient } from "../libs/dynamoClient.js";
export const submitData = async () => {
//Set the parameters
// Capture the values entered in each field in the browser (by id).
const id = document.getElementById("id").value;
const title = document.getElementById("title").value;
const name = document.getElementById("name").value;
const body = document.getElementById("body").value;
//Set the table name.
const tableName = "Items";
//Set the parameters for the table
const params = {
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TableName: tableName,
// Define the attributes and values of the item to be added. Adding ' + "" ' converts a
value to
// a string.
Item: {
id: { N: id + "" },
title: { S: title + "" },
name: { S: name + "" },
body: { S: body + "" },
},
};
// Check that all the fields are completed.
if (id != "" && title != "" && name != "" && body != "") {
try {
//Upload the item to the table
await dynamoClient.send(new PutItemCommand(params));
alert("Data added to table.");
try {
// Create the message parameters object.
const messageParams = {
Message: "A new item with ID value was added to the DynamoDB",
PhoneNumber: "PHONE_NUMBER", //PHONE_NUMBER, in the E.164 phone number structure.
// For example, ak standard local formatted number, such as (415) 555-2671, is
+14155552671 in E.164
// format, where '1' in the country code.
};
// Send the SNS message
const data = await snsClient.send(new PublishCommand(messageParams));
console.log(
"Success, message published. MessageID is " + data.MessageId
);
} catch (err) {
// Display error message if error is not sent
console.error(err, err.stack);
}
} catch (err) {
// Display error message if item is no added to table
console.error(
"An error occurred. Check the console for further information",
err
);
}
// Display alert if all field are not completed.
} else {
alert("Enter data in each field.");
}
};
// Expose the function to the browser
window.submitData = submitData;

このサンプルコードについては、「」を参照してください。ここ:: GitHub。
最後に、コマンドプロンプトで以下を実行して、バンドルします。 JavaScript この例では、という名前の
ファイルにmain.js:
webpack add_data.js --mode development --target web --devtool false -o main.js

Note
webpackのインストールについては、「Webpack によるアプリケーションのバンドル (p. 42)」を
参照してください。
アプリケーションを実行するには、ブラウザでindex.htmlを開きます。
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リソースを削除します
このチュートリアルの冒頭で説明したように、このチュートリアルを進めるうえで作成したすべてのリ
ソースを終了して料金が発生しないようにしてください。このチュートリアルのAWSリソースを作成しま
す (p. 312)トピックで作成したAWS CloudFormationスタックを削除することで次のようにできます。
1.
2.

AWSマネジメントコンソールでAWS CloudFormation を開きます。
Stacks（スタック）ページを開き、スタックを選択します。

3.

削除 を選択します。

AWSクロスサービスの例の詳細については、「AWS SDK for JavaScript cross-service examples」（クロ
スサービスの例）を参照してください。

認証されたユーザーで文字の書き換えをしアプリ
ケーションを構築します
このチュートリアルの学習内容は次のとおりです。
• Amazon Cognito ユーザープールと連合されたユーザーを受け入れるために、Amazon Cognito アイデン
ティティ プールを使用して認証を実装します。
• Amazon Transcribe を使用して、ブラウザで音声録音を書き換えし、表示します。

シナリオ
このアプリを使用すると、ユーザーは一意のメールアドレスとユーザー名でサインアップできます。メー
ルを確認すると、自動的に音声文字変換されてアプリケーションに表示される音声メッセージを録音でき
ます。

使用方法
アプリケーションは 2 つの Amazon S3 バケットを使用します。1つはアプリケーションコードをホスト
し、もう 1 つは書き換えを記憶させます。アプリケーションは、Amazon Cognito ユーザープールを使用
してユーザーを認証します。認証されたユーザーには、AWSのサービスに必要なアクセスをするための
IAM許可があります。
ユーザーが初めて音声メッセージを録音すると、Amazon S3は、文字書き換えを記憶するため
に、AmazonS3バケットにユーザーの名前で一意のフォルダーを作成します。Amazon Transcribe は、ボ
イスメッセージをテキストに変換し、ユーザーのフォルダーの JSON に保存します。ユーザーがアプリ
ケーションを更新すると、その文字書き換えが表示され、ダウンロードまたは削除できるようになりま
す。
このチュートリアルは完了までに約 30 分かかります。

ステップ
アプリを構築するには
1.
2.

前提条件 (p. 318)
AWSリソースを作成します (p. 318)

3.

Create the HTML (p. 319)（HTMLを作成します）
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4.

ブラウザスクリプトを準備 (p. 320)

5.
6.

アプリを実行 (p. 324)
リソースを削除します (p. 325)

前提条件
• このノードを実行するプロジェクト環境を設定します JavaScript 例を挙げて、必要なものをインス
トールしますAWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従って、
GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。共有認証情報ファイルの提供の詳細
については、共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32) を参照してくださ
い。

Important
この例では、ECMAScript6 (ES6) を使用しています。これには Node.js バージョン13.x以降が必
要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

AWSリソースを作成します
このトピックは、認証されたユーザーのボイスメッセージを書き換えして表示するアプリケーションの
構築に関するチュートリアルの一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「認証された
ユーザーで文字の書き換えをしアプリケーションを構築します (p. 317)」を参照してください。
このトピックでは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)を使用してこのアプリのAWSリソースをプ
ロビジョニングする方法について説明します。

Note
AWS CDKは、クラウドアプリケーションリソースを定義をできるソフトウェア開発フレームワー
クです。詳細については、「AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) デベロッパーガイド」を参
照してください。
アプリのリソースを作成するには、テンプレートを使用してくださいここ: GitHubを作成するにはAWS
CDK次のいずれかを使用してスタックしますAWSWeb サービス管理コンソールまたはAWS CLI。チュー
トリアルの終了時にスタックを変更する方法、またはスタックとその関連リソースを削除する方法につい
ては、ここ: GitHub。

Note
スタック名は、AWS 地域および AWS アカウント内で一意である必要があります。最大 128 文字
まで指定でき、数字とハイフンを使用できます。
結果のスタックは、次のリソースを自動的にプロビジョニングします。
• 認証されたユーザーロールを持つ Amazon Cognito アイデンティティプール。
• Amazon S3 および Amazon Transcribeのアクセス権限を持つ IAM ポリシーが、認証されたユーザー
ロールに添付されます。
• ユーザーがアプリケーションにサインアップしてサインインできるようにする Amazon Cognito ユー
ザープール。
• アプリケーションファイルをホストする Amazon S3 バケット。
• 書き換えを記憶する Amazon S3 バケット。
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Important
この Amazon S3 バケットは 誰でもバケット内のオブジェクトを一覧示し、情報を誤用する可
能性があるREAD (LIST) パブリックアクセスを許可します。チュートリアルを終了した後、
直ぐにこの Amazon S3 バケットを削除しない場合は、Amazon Simple Storage Service User
GuideのSecurity Best Practices in Amazon S3に従うことを強くお勧めします。

HTMLを作成する
このトピックは、認証されたユーザーのボイスメッセージを書き換えして表示するアプリケーションの
構築に関するチュートリアルの一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「認証された
ユーザーで文字の書き換えをしアプリケーションを構築します (p. 317)」を参照してください。
index.htmlのファイルを作成し、その中にコンテンツをコピーしてペーストします。このページには、
ボイスメッセージを録音するためのボタンのパネルと、現在のユーザーの以前に書き換えされたメッセー
ジを表示するテーブルが表示されます。bodyの要素の末尾にあるスクリプトタグは、アプリケーションの
すべてのブラウザースクリプトが含まれる main.jsを呼び出します。このチュートリアルの次のセクショ
ンで説明するように、Webpackを使用してmain.jsを作成します。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>title</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="recorder.css">
<style>
table, td {
border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Record</h2>
<p>
<button id="record" onclick="startRecord()"></button>
<button id="stopRecord" disabled onclick="stopRecord()">Stop</button>
<p id="demo" style="visibility: hidden;"></p>
</p>
<p>
<audio id="recordedAudio"></audio>
</p>
<h2>My transcriptions</h2>
<table id="myTable1" style ="width:678px;">
</table>
<table id="myTable" style ="width:678px;">
<tr>
<td style = "font-weight:bold">Time created</td>
<td style = "font-weight:bold">Transciption</td>
<td style = "font-weight:bold">Download</td>
<td style = "font-weight:bold">Delete</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript" src="./main.js"></script>
</body>
</html>

このコード例は利用可能ですここ: GitHub。
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ブラウザスクリプトを準備する
このトピックは、認証されたユーザーのボイスメッセージを書き換えして表示するアプリケーションの
構築に関するチュートリアルの一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「認証された
ユーザーで文字の書き換えをしアプリケーションを構築します (p. 317)」を参照してください。
index.htmlrecorder.jsとhelper.jsの3つのファイルがあり、Webpackを使用して1つの
main.js にバンドルする必要があります。このトピックでは、以下の機能についてのみ詳しく説明しま
す。index.jsSDK HERE JavaScript、どれが利用可能ですかここ: GitHub。

Note
recorder.jsそしてhelper.jsは必須ですが、Node.js コードが含まれていないため、インライ
ンコメントで説明されていますここにそしてここにそれぞれ GitHub。
まず、パラメータを定義します。COGNITO_IDはこのこのチュートリアルのAWSリソースを作成します
(p. 318)のトピックで作成した Amazon Cognito ユーザープールのエンドポイントです。cognitoidp.AWS_REGION.amazonaws.com/USER_POOL_IDにフォーマットされています。ユーザープール ID
はAWS認証情報トークンのID_TOKENで、'helper.js'ファイル内のgetToken関数により アプリケーション
のURLから削除されます。このトークンはAmazon Transcribeおよび Amazon S3 クライアントオブジェク
トにログインを提供するloginData変数に渡されます。REGIONをAWS 地域に置き換え、BUCKET をこの
例で作成したAmazon CognitoIDプールのIdentityPoolId#######のIDENTITY_POOL_ID に置き換えま
す。これは、各クライアントオブジェクトにも渡されます。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import "./helper.js";
import "./recorder.js";
import { CognitoIdentityClient } from "@aws-sdk/client-cognito-identity";
import { fromCognitoIdentityPool } from "@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity";
import {
CognitoIdentityProviderClient,
GetUserCommand,
} from "@aws-sdk/client-cognito-identity-provider";
import { S3RequestPresigner } from "@aws-sdk/s3-request-presigner";
import { createRequest } from "@aws-sdk/util-create-request";
import { formatUrl } from "@aws-sdk/util-format-url";
import {
TranscribeClient,
StartTranscriptionJobCommand,
} from "@aws-sdk/client-transcribe";
import {
S3Client,
PutObjectCommand,
GetObjectCommand,
ListObjectsCommand,
DeleteObjectCommand,
} from "@aws-sdk/client-s3";
import fetch from "node-fetch";
// Set the parameters.
// 'COGINTO_ID' has the format 'cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com/COGNITO_ID'.
let COGNITO_ID = "COGNITO_ID";
// Get the Amazon Cognito ID token for the user. 'getToken()' is in 'helper.js'.
let idToken = getToken();
let loginData = {
[COGNITO_ID]: idToken,
};
const params = {
Bucket: "BUCKET", // The Amazon Simple Storage Solution (S3) bucket to store the
transcriptions.
Region: "REGION", // The AWS Region
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identityPoolID: "IDENTITY_POOL_ID", // Amazon Cognito Identity Pool ID.

};

// Create an Amazon Transcribe service client object.
const client = new TranscribeClient({
region: params.Region,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: params.Region }),
identityPoolId: params.identityPoolID,
logins: loginData,
}),
});
// Create an Amazon S3 client object.
const s3Client = new S3Client({
region: params.Region,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: params.Region }),
identityPoolId: params.identityPoolID,
logins: loginData,
}),
});

HTML ページが読み込まれると、updateUserInterfaceはユーザーがアプリケーションに初めてサイン
インした場合は Amazon S3 バケットにユーザー名のフォルダーを作成します。それ以外の場合は、ユー
ザーの以前のセッションからの書き換えを使用してユーザーインターフェイスを更新します。
window.onload = async () => {
// Set the parameters.
const userParams = {
// Get the access token. 'GetAccessToken()' is in 'helper.js'.
AccessToken: getAccessToken(),
};
// Create a CognitoIdentityProviderClient client object.
const client = new CognitoIdentityProviderClient({ region: params.Region });
try {
const data = await client.send(new GetUserCommand(userParams));
const username = data.Username;
// Export username for use in 'recorder.js'.
exports.username = username;
try {
// If this is user's first sign-in, create a folder with user's name in Amazon S3
bucket.
// Otherwise, no effect.
const Key = `${username}/`;
try {
const data = await s3Client.send(
new PutObjectCommand({ Key: Key, Bucket: params.Bucket })
);
console.log("Folder created for user ", data.Username);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
try {
// Get a list of the objects in the Amazon S3 bucket.
const data = await s3Client.send(
new ListObjectsCommand({ Bucket: params.Bucket, Prefix: username })
);
// Create a variable for the list of objects in the Amazon S3 bucket.
const output = data.Contents;
// Loop through the objects, populating a row on the user interface for each
object.
for (var i = 0; i < output.length; i++) {
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var obj = output[i];
const objectParams = {
Bucket: params.Bucket,
Key: obj.Key,
};
// Get the name of the object from the Amazon S3 bucket.
const data = await s3Client.send(new GetObjectCommand(objectParams));
// Extract the body contents, a readable stream, from the returned data.
const result = data.Body;
// Create a variable for the string version of the readable stream.
let stringResult = "";
// Use 'yieldUnit8Chunks' to convert the readable streams into JSON.
for await (let chunk of yieldUint8Chunks(result)) {
stringResult += String.fromCharCode.apply(null, chunk);
}
// The setTimeout function waits while readable stream is converted into JSON.
setTimeout(function () {
// Parse JSON into human readable transcript, which will be displayed on user
interface (UI).
const outputJSON =
JSON.parse(stringResult).results.transcripts[0].transcript;
// Create name for transcript, which will be displayed.
const outputJSONTime = JSON.parse(stringResult)
.jobName.split("/")[0]
.replace("-job", "");
i++;
//
// Display the details for the transcription on the UI.
// 'displayTranscriptionDetails()' is in 'helper.js'.
displayTranscriptionDetails(
i,
outputJSONTime,
objectParams.Key,
outputJSON
);
}, 1000);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating presigned URL", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Convert readable streams.
async function* yieldUint8Chunks(data) {
const reader = data.getReader();
try {
while (true) {
const { done, value } = await reader.read();
if (done) return;
yield value;
}
} finally {
reader.releaseLock();
}
}

ユーザが書き換えのためにボイスメッセージを録音すると、uploadは記録を Amazon S3 バケットにアッ
プロードします。この機能は、recorder.jsのファイルから呼び出されます。
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// Upload recordings to Amazon S3 bucket
window.upload = async function (blob, userName) {
// Set the parameters for the recording recording.
const Key = `${userName}/test-object-${Math.ceil(Math.random() * 10 ** 10)}`;
let signedUrl;
// Create a presigned URL to upload the transcription to the Amazon S3 bucket when it is
ready.
try {
// Create an Amazon S3RequestPresigner object.
const signer = new S3RequestPresigner({ ...s3Client.config });
// Create the request.
const request = await createRequest(
s3Client,
new PutObjectCommand({ Key, Bucket: params.Bucket })
);
// Define the duration until expiration of the presigned URL.
const expiration = new Date(Date.now() + 60 * 60 * 1000);
// Create and format the presigned URL.
signedUrl = formatUrl(await signer.presign(request, expiration));
console.log(`\nPutting "${Key}"`);
} catch (err) {
console.log("Error creating presigned URL", err);
}
try {
// Upload the object to the Amazon S3 bucket using a presigned URL.
response = await fetch(signedUrl, {
method: "PUT",
headers: {
"content-type": "application/octet-stream",
},
body: blob,
});
// Create the transcription job name. In this case, it's the current date and time.
const today = new Date();
const date =
today.getFullYear() +
"-" +
(today.getMonth() + 1) +
"-" +
today.getDate();
const time =
today.getHours() + "-" + today.getMinutes() + "-" + today.getSeconds();
const jobName = date + "-time-" + time;
// Call the "createTranscriptionJob()" function.
createTranscriptionJob(
"s3://" + params.Bucket + "/" + Key,
jobName,
params.Bucket,
Key
);
} catch (err) {
console.log("Error uploading object", err);
}

};

// Create the AWS Transcribe transcription job.
const createTranscriptionJob = async (recording, jobName, bucket, key) => {
// Set the parameters for transcriptions job
const params = {
TranscriptionJobName: jobName + "-job",
LanguageCode: "en-US", // For example, 'en-US',
OutputBucketName: bucket,
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OutputKey: key,
Media: {
MediaFileUri: recording, // For example, "https://transcribe-demo.s3REGION.amazonaws.com/hello_world.wav"
},
};
try {
// Start the transcription job.
const data = await client.send(new StartTranscriptionJobCommand(params));
console.log("Success - transcription submitted", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};

deleteTranscriptionはユーザインターフェイスから書き換えを削除し、deleteRowは、Amazon S3
バケットから既存の書き換えを削除します。どちらも、ユーザーインターフェイスの Delete ボタンを使用
してトリガーします。
// Delete a transcription from the Amazon S3 bucket.
window.deleteJSON = async (jsonFileName) => {
try {
await s3Client.send(
new DeleteObjectCommand({
Bucket: params.Bucket,
Key: jsonFileName,
})
);
console.log("Success - JSON deleted");
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Delete a row from the user interface.
window.deleteRow = function (rowid) {
const row = document.getElementById(rowid);
row.parentNode.removeChild(row);
};

最後に、コマンドプロンプトで以下を実行して、 JavaScript この例ではという名前のファイル
でmain.js:
webpack index.js --mode development --target web --devtool false -o main.js

Note
webpackのインストールについては、「Webpack によるアプリケーションのバンドル (p. 42)」を
参照してください。

アプリケーションを実行します。
このトピックは、認証されたユーザーのボイスメッセージを書き換えして表示するアプリケーションの
構築に関するチュートリアルの一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「認証された
ユーザーで文字の書き換えをしアプリケーションを構築します (p. 317)」を参照してください。
アプリケーションは、下の場所で表示できます。

324

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
AWSリソースを削除します
DOMAIN/login?
client_id=APP_CLIENT_ID&response_type=token&scope=aws.cognito.signin.user.admin+email
+openid+phone+profile&redirect_uri=REDIRECT_URL

Amazon Cognito では、AWSWeb サービスマネジメントコンソールにリンクを提供することで、アプリ
ケーションを簡単に実行します。単純にAmazon Cognito ユーザープールのアプリケーションクライアン
トの設定に移動し、 Launch Hosted UIを選択します。アプリケーションのURLは次のフォーマットです。

Important
ホスト型UI のデフォルトは「コード」の応答タイプです。ただし、このチュートリアルは「トー
クン」レスポンスタイプタイプに設計されているため、変更する必要があります。

AWSリソースを削除します
このトピックは、認証されたユーザーのボイスメッセージを書き換えして表示するアプリケーションの
構築に関するチュートリアルの一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「認証された
ユーザーで文字の書き換えをしアプリケーションを構築します (p. 317)」を参照してください。
チュートリアルを終了したら、リソースを削除して、不要な料金が発生しないようにしてください。コン
テンツは両方の Amazon S3 バケットに追加されたため、手動で削除する必要があります。その後、 [AWS
Web Services Management Console]またはAWS CLIのどちらか一つを使って、残りのリソースを削除でき
ます。チュートリアルの終了時にスタックを変更する方法、またはスタックとその関連リソースを削除す
る方法については、ここ: GitHub。

API Gateway で Lambda を呼び出します
Lambda 関数を呼び出すには、Amazon API Gateway を使用します。AWSREST、HTTP、および作成、公
開、管理、モニタリング、および保護、管理、モニタリング、および保護するためのサービスWebSocket
大規模な API。API 開発者は、AWS または他のウェブサービス、AWS クラウドに保存されているデータ
にアクセスする API を作成できます。API Gateway デベロッパーとして、独自のクライアントアプリケー
ションで使用するための API を作成できます。詳細については、「」を参照してください。Amazon API
Gateway とは何ですか。
AWS Lambdaは、サーバーをプロビジョニングしたり管理したりしなくてもコードを実行できるコン
ピューティングサービスです。Lambda 関数は、さまざまなプログラミング言語で作成できます。AWS
Lambda の詳細については、「AWS Lambda とは」を参照してください。
この例では、Lambda を使用して Lambda 関数を作成します。JavaScriptランタイム API。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。たとえば、次の図に示すように、組
織が 1 周年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とします。

この例では、完了までに約 20 分かかります。
この例では、使用方法を示します。JavaScriptこのユースケースを実行するソリューションを作成するた
めのロジック。たとえば、データベースを読み取り、1 年記念日に達した従業員を特定する方法、データ
を処理する方法、Lambda 関数を使用してテキストメッセージを送信する方法について学習します。次
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に、API Gateway を使用してこれを呼び出す方法を学びます。AWS LambdaRest エンドポイントを使用し
て関数を実行します。たとえば、次の curl コマンドを使用して Lambda 関数を呼び出すことができます。
curl -XGET "https://xxxxqjko1o3.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/cronstage/employee"

このAWSチュートリアルでは、これらのフィールドを含む Employee という名前の Amazon DynamoDB
テーブルを使用します。
• id-テーブルのプライマリキー。
• firstName-従業員のファーストネーム。
• 電話-従業員の電話番号。
• StartDate-従業員の開始日。

Important
完了するコスト: -AWSこのドキュメントに含まれるサービスは、AWS無料利用枠。ただし、この
例を完了したら、必ずすべてのリソースを終了して、課金されないようにしてください。

アプリを構築するには:
1.

前提条件を完了します。 (p. 327)

2.

の作成AWSリソース (p. 327)

3.

ブラウザスクリプトを準備します。 (p. 329)

4.

Lambda 関数を作成してアップロードする (p. 329)

5.

Lambda 関数のデプロイ (p. 331)

6.

アプリを実行する (p. 332)

7.

リソースを削除する (p. 335)

前提条件タスク
このトピックは、Amazon API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの
一部です。AWS SDK for JavaScript。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「API Gateway で
Lambda を呼び出します (p. 325)」を参照してください。
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するようにプロジェクト環境をセットアップするTypeScript例、必要なをインス
トールするAWS SDK for JavaScriptサードパーティー製モジュールも提供しています。「」の指示に
従って、 GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供方法
の詳細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照し
てください。
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の作成AWSリソース
このトピックは、Amazon API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの
一部です。AWS SDK for JavaScript。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「API Gateway で
Lambda を呼び出します (p. 325)」を参照してください。
このチュートリアルでは、以下のリソースが必要です。
• **Employee** という名前の Amazon DynamoDB テーブル。**Id** という名前のキーと、前の図に示した
フィールドが含まれています。このユースケースをテストする有効な携帯電話を含め、正しいデータを
入力してください。詳細については、「」を参照してください。テーブルを作成する。
• Lambda 関数を実行するためのアクセス権限がアタッチされた IAM ロール。
• Lambda 関数をホストする Amazon S3 バケット。
これらのリソースは手動で作成できますが、これらのリソースはAWS CloudFormationこのチュートリア
ルで説明しています。

の作成AWSを使用したリソースAWS CloudFormation
AWS CloudFormation は、計画に従い、繰り返し AWS インフラストラクチャデプロイを作成し、プロビ
ジョニングします。の詳細AWS CloudFormation「」を参照してください。AWS CloudFormation開発者ガ
イド。。
を作成するにはAWS CloudFormationを使用したスタックAWS CLI:
1.

のインストールと設定AWS CLI「」の指示に従います。AWS CLIユーザーガイド。

2.

という名前のファイルを作成します。setup.yamlプロジェクトフォルダのルートディレクトリで、
コンテンツをコピーします。ここ:GitHubそれに。

Note
-AWS CloudFormationテンプレートは、AWS CDK使用可能ですここ:GitHub。AWS CDK の
詳細については、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) デベロッパーガイドを参照してく
ださい。
3.

コマンドラインから次のコマンドを実行し、STACK_NAMEスタックの一意の名前を持つ。

Important
スタック名は、AWS地域とAWSアカウント. 最大 128 文字を指定できます。数字とハイフン
を使用できます。
aws cloudformation create-stack --stack-name STACK_NAME --template-body file://
setup.yaml --capabilities CAPABILITY_IAM

の詳細については、「」を参照してください。create-stackコマンドパラメータについては、を参
照してください。AWS CLIコマンドリファレンスガイドであり、AWS CloudFormationユーザーガイ
ド。
4.

次に、手順に従ってテーブルにデータを入力します。テーブルの追加 (p. 327)。

テーブルの追加
テーブルにデータを入力するには、まずという名前のディレクトリを作成します。libsで、その中にとい
う名前のファイルを作成します。dynamoClient.jsをクリックし、以下の内容を貼り付けます。
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const { DynamoDBClient } = require ( "@aws-sdk/client-dynamodb" );
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Lambda service client object.
const dynamoClient = new DynamoDBClient({region:REGION});
module.exports = { dynamoClient };

このコードは利用可能ですここ:GitHub。
次に、という名前のファイルを作成します。populate-table.jsプロジェクトフォルダのルートディレ
クトリで、コンテンツをコピーします。ここ:GitHubそれに。いずれかの項目について、の値を置き換えま
す。phoneE.164 形式の有効な携帯電話番号と、startDate今日の日付で。
コマンドラインから次のコマンドを実行します。
node populate-table.js

const { BatchWriteItemCommand } = require ( "aws-sdk/client-dynamodb" );
const {dynamoClient} = require ( "./libs/dynamoClient" );
// Set the parameters.
export const params = {
RequestItems: {
Employees: [
{
PutRequest: {
Item: {
id: { N: "1" },
firstName: { S: "Bob" },
phone: { N: "155555555555654" },
startDate: { S: "2019-12-20" },
},
},
},
{
PutRequest: {
Item: {
id: { N: "2" },
firstName: { S: "Xing" },
phone: { N: "155555555555653" },
startDate: { S: "2019-12-17" },
},
},
},
{
PutRequest: {
Item: {
id: { N: "55" },
firstName: { S: "Harriette" },
phone: { N: "155555555555652" },
startDate: { S: "2019-12-19" },
},
},
},
],
},
};
export const run = async () => {
try {
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const data = await dbclient.send(new BatchWriteItemCommand(params));
console.log("Success", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
run();

このコードは利用可能ですここ:GitHub。

AWS Lambda 関数の作成
SDK の設定
左libsディレクトリという名前のファイルを作成するsnsClient.jsそしてlambdaClient.jsをクリッ
クし、以下の内容をそれぞれ貼り付けます。
const { SNSClient } = require("@aws-sdk/client-sns");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Simple Notification Service client object.
const snsClient = new SNSClient({region:REGION});
module.exports = { snsClient };

置換##とAWSリージョン。このコードは利用可能ですここ:GitHub。
const { LambadaClient } = require( "@aws-sdk/client-lambda" );
// Set the AWS Region.
const REGION = "eu-west-1"; // e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Lambda service client object.
const lambdaClient = new LambdaClient({region:REGION});
module.exports = { lambdaClient };

置換##とAWSリージョン。このコードは利用可能ですここ:GitHub。
まず、必要なものをインポートします。AWS SDK for JavaScript(v3) モジュールとコマンド。
次に、今日の日付を計算し、パラメータに割り当てます。次に、次のパラメータを作成しま
す。ScanCommand.ReplaceTABLE_NAMEで作成したテーブルの名前を持つの作成AWSリソース
(p. 327)この例のセクション。
以下のコードスニペットは、このステップを示しています (詳細な例については、Lambda 関数をバンドル
する (p. 330) を参照してください)。
"use strict";
// Load the required clients and commands.
const { ScanCommand } = require ( "@aws-sdk/client-dynamodb" );
const { PublishCommand } = require ( "@aws-sdk/client-sns" );
const {lambdaClient} = require ( "./libs/lambdaClient" );
const {snsClient} = require ( "./libs/snsClient" );
// Get today's date.
const today = new Date();
const dd = String(today.getDate()).padStart(2, "0");
const mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, "0"); //January is 0!
const yyyy = today.getFullYear();
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const date = yyyy + "-" + mm + "-" + dd;
// Set the parameters for the ScanCommand method.
const params = {
// Specify which items in the results are returned.
FilterExpression: "startDate = :topic",
// Define the expression attribute value, which are substitutes for the values you want
to compare.
ExpressionAttributeValues: {
":topic": { S: date },
},
// Set the projection expression, which the the attributes that you want.
ProjectionExpression: "firstName, phone",
TableName: "TABLE_NAME",
};

DynamoDB テーブルをスキャンする
まず、という名前の非同期/待機関数を作成します。sendTextAmazon SNS を使用してテキストメッセー
ジを発行するにはPublishCommand。次に、try今日の勤務記念日を持つ従業員の DynamoDB テーブ
ルをスキャンし、sendText関数を使用して、これらの従業員にテキストメッセージを送信できます。エ
ラーが発生した場合は、catchブロックが呼び出されます。
以下のコードスニペットは、このステップを示しています (詳細な例については、Lambda 関数をバンドル
する (p. 330) を参照してください)。
exports.handler = async (event, context, callback) => {
// Helper function to send message using Amazon SNS.
async function sendText(textParams) {
try {
const data = await snsClient.send(new PublishCommand(textParams));
console.log("Message sent");
} catch (err) {
console.log("Error, message not sent ", err);
}
}
try {
// Scan the table to check identify employees with work anniversary today.
const data = await dynamoClient.send(new ScanCommand(params));
data.Items.forEach(function (element, index, array) {
const textParams = {
PhoneNumber: element.phone.N,
Message:
"Hi " +
element.firstName.S +
"; congratulations on your work anniversary!",
};
// Send message using Amazon SNS.
sendText(textParams);
});
} catch (err) {
console.log("Error, could not scan table ", err);
}
};

Lambda 関数をバンドルする
このトピックでは、のバンドル方法について説明します。mylambdafunction.ts必須のAWS SDK for
JavaScriptこの例のモジュールを、というバンドルされたファイルにまとめます。index.js。
1.

まだ知っていない場合は、前提条件タスク (p. 326)この例では webpack をインストールします。
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Note
の詳細については、「」を参照してください。Webpack「」を参照してください。Webpack
によるアプリケーションのバンドル (p. 42)。
2.

コマンドラインで次のコマンドを実行して、JavaScriptこの例では、というファイルに<index.js>:
webpack mylambdafunction.ts --mode development --target node --devtool false --outputlibrary-target umd -o index.js

Important
出力には名前が付けられていることに注目してください。index.js。これは、Lambda 関数
にindex.js作業するハンドラ。
3.

バンドルされた出力ファイルを圧縮し、index.jsという名前の ZIP ファイル
にmylambdafunction.zip。

4.

アップロードmylambdafunction.zipで作成した Amazon S3 バケットに送信します。の作成AWS
リソース (p. 327)このチュートリアルのトピック。

Lambda 関数のデプロイ
このトピックは、Amazon API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの
一部です。AWS SDK for JavaScript。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「API Gateway で
Lambda を呼び出します (p. 325)」を参照してください。
プロジェクトのルートで、lambda-function-setup.tsファイルし、以下の内容を貼り付けます。
置換BUCKET_NAMEAmazon S3 バケットの名前で、Lambda 関数の ZIP バージョンをアップロードしまし
た。置換#####名前の名前で、Lambda 関数の ZIP バージョンを示します。置換##で作成した IAM ロール
の Amazon リソースナンバー (ARN) を使用しての作成AWSリソース (p. 327)このチュートリアルのト
ピック。置換LAMBDA_FUNCTION_NAMELambda 関数の名前を持つ。
// Load the required Lambda client and commands.
const {
CreateFunctionCommand
} = require ( "@aws-sdk/client-lambda" );
const { lambdaClient} = require ( "./libs/lambdaClient.js );
// Set the parameters.
const params = {
Code: {
S3Bucket: "BUCKET_NAME", // BUCKET_NAME
S3Key: "ZIP_FILE_NAME", // ZIP_FILE_NAME
},
FunctionName: "LAMBDA_FUNCTION_NAME",
Handler: "index.handler",
Role: "IAM_ROLE_ARN", // IAM_ROLE_ARN; e.g., arn:aws:iam::650138640062:role/v3-lambdatutorial-lambda-role
Runtime: "nodejs12.x",
Description:
"Scans a DynamoDB table of employee details and using Amazon Simple Notification
Services (Amazon SNS) to " +
"send employees an email the each anniversary of their start-date.",
};
const run = async () => {
try {
const data = await lambdaClient.send(new CreateFunctionCommand(params));
console.log("Success", data); // successful response
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} catch (err) {
console.log("Error", err); // an error occurred
}

};
run();

コマンドラインで次のコマンドを入力して、Lambda 関数をデプロイします。
node lambda-function-setup.ts

このコード例は利用できます。ここ:GitHub。

Lambda 関数を呼び出すように API Gateway を設定す
る
このトピックは、Amazon API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの
一部です。AWS SDK for JavaScript。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「API Gateway で
Lambda を呼び出します (p. 325)」を参照してください。

アプリを構築するには:
1.

残りの API を作成する (p. 332)

2.

API Gateway のメソッドをテストする (p. 333)

3.

API Gateway メソッドをデプロイする (p. 334)

残りの API を作成する
API Gateway コンソールを使用して、Lambda 関数の残りエンドポイントを作成できます。完了した
ら、restful 呼び出しを使用して Lambda 関数を呼び出すことができます。
1.

にサインインします。Amazon API Gateway コンソール。

2.

[休息 API] で、をビルドする。

3.

Select新しい API。

4.

を指定する従業員API 名として、説明を入力します。

5.

API の作成 を選択します。

6.

選択リソースの下で、従業員セクション。
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7.

名前フィールドで、を指定します。従業員。

8.

[Create Resources] (リソースの作成) を選択します。

9.

Fromアクションドロップダウンで、リソースの作成。

10. 選択/従業員を選択し、メソッドの作成からのアクションを選択し、[] を選択します。取得する下のド
ロップダウンメニューから/従業員。チェックマークアイコンを選択します。

11. 選択Lambda 関数と入力し、mylambdafunctionLambda 関数名として指定します。[Save] (保存) を選
択します。

API Gateway のメソッドをテストする
チュートリアルのこの時点で、を呼び出す API Gateway メソッドをテストできま
す。mylambdafunctionLambda 関数。メソッドをテストするには、Test次の図に示すように、
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Lambda 関数が呼び出されると、ログファイルを表示して成功したメッセージを表示できます。

API Gateway メソッドをデプロイする
テストが成功したら、から、メソッドをデプロイできます。Amazon API Gateway コンソール。
1.

選択Get。

2.

Fromアクションドロップダウンで、API のデプロイ。

3.

に入力します。API のデプロイフォームと選択デプロイ。
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4.

[変更を保存] を選択します。

5.

選択Getもう一度 URL が変更されることに注目してください。これは、Lambda 関数の呼び出しに使
用できる呼び出し URL です。

リソースを削除する
このトピックは、Amazon API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの
一部です。AWS SDK for JavaScript。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「API Gateway で
Lambda を呼び出します (p. 325)」を参照してください。
おめでとうございます。Amazon API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出しました。AWS SDK
for JavaScript。このチュートリアルの冒頭で説明したように、このチュートリアルを進めながら、
作成したすべてのリソースを終了して、課金されないようにしてください。これを行うには、AWS
CloudFormationで作成したスタックの作成AWSリソース (p. 327)このチュートリアルのトピックは次の
とおりです。
1.

を開くAWS CloudFormationのAWSマネジメントコンソール。

2.

を開くスタックページで、スタックを選択します。

3.

[Delete] (削除) を選択します。

詳細はこちらAWSクロスサービスの例、「」を参照してください。AWS SDK for JavaScriptクロスサービ
スの例。

AWS SDK for JavaScriptを使用して、AWSサー
バーレスワークフローを作成します
作成できるAWSStep Functions を使用したサーバーレスワークフローAWSSDK for JavaAWS Step
Functions。各ワークフローステップは、AWS Lambda機能を使用して実施されます。Lambda はサーバー
をプロビジョニングまたは管理サーバーなしでもコードを実行し、有効にするコンピューティングサービ
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スです。Step Functionsは、Lambda関数と他のAWSサービスを組み合わせてビジネスクリティカルなアプ
リケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。

Note
Lambda 関数は、さまざまなプログラミング言語で作成できます。このチュートリアルでは、
Lambda 関数はLambda Java API を使用して実行されます。Lambda の詳細については、
Lambdaとはを参照してください。
このチュートリアルでは、組織のサポートチケットを作成するワークフローを作成します。各ワークフ
ローステップは、チケットに対して操作を実行します。このチュートリアルでは、使用方法を説明しま
す JavaScript ワークフローデータを処理します。たとえば、ワークフローに渡されたデータを読み取る方
法、ステップ間でデータを渡す方法、およびワークフローからAWSサービスを呼び出す方法を説明しま
す。
完了するコスト: -AWSこのドキュメントに含まれるサービスは、AWS無料利用枠。
[Note:] (メモ:) このチュートリアルを進める上で作成したリソースをすべて終了して、料金が発生しなく
なったことを確認してください。

アプリを構築するには
1.

前提条件タスク (p. 336)

2.
3.

AWSリソースを作成します (p. 336)
ワークフローを作成します (p. 338)

4.
5.

Lambda 関数を作成します (p. 340)
ステップ機能 コンソールを使用してワークフローを実行します (p. 345)

前提条件タスク
このトピックは、AWS Step Functionsを使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの
一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「AWS SDK for JavaScriptを使用して、AWS
サーバーレスワークフローを作成します (p. 335)」を参照してください。
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するようにプロジェクト環境をセットアップする TypeScript 例を挙げて、必
要なものをインストールしますAWS SDK for JavaScriptサードパーティモジュールを使用できます。
「GitHub」の指示に従います。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供の詳
細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してく
ださい。

AWSリソースを作成します
このトピックは、AWS Step Functionsを使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの
一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「AWS SDK for JavaScriptを使用して、AWS
サーバーレスワークフローを作成します (p. 335)」を参照してください。
このチュートリアルでは、以下のリソースが必要です。
• Idという名前のキーを持つCaseという名前の「Amazon DynamoDB」表です。
• lambda-supportという名前のIAM ロールはLambda 関数を呼び出すために使用されます。このロール
には、Lambda 関数から Amazon DynamoDB および Amazon Simple Email サービスのサービスを呼び
出すことを有効にするためにポリシーがあります。
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• workflow-supportというIAM ロールはワークフローを呼び出すために使用されます。
• Lambda 関数をホストする Amazon S3 バケット。
このリソースは手動でも作成できますが、このチュートリアルで説明するようにAWS Cloud Development
Kit (AWS CDK)（AWS CDK）を使用して、これらのリソースをプロビジョニングすることをお勧めしま
す。

AWS CloudFormationを使用してAWSリソースを作成します
AWS CloudFormation は、AWS インフラストラクチャデプロイを予想可能および繰り返し作成し、プ
ロビジョニングすることができます。AWS CloudFormationの詳細については、AWS CloudFormation
developer guide（デベロッパーガイド）を参照してください。
AWS CloudFormationスタックを作成するには、
1.

「AWS CLI User Guide」（ユーザーガイド）の手順に従ってAWS CLIをインストールして設定しま
す。

2.

プロジェクトフォルダのルートディレクトリで、setup.yamlという名前のファイルを作成し、それ
にこのGitHubにコンテンツをコピーします。

Note
AWS CloudFormationテンプレートは、このGitHubで公開されているAWS CDKを使用して生
成されました。AWS CDKの詳細については、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)デベ
ロッパーガイドを参照してください。
3.

コマンドラインから以下のコマンドを実行し、「STACK_NAME」をスタックの一意の名前に置き換え
ます。

Important
スタック名は、AWS 地域および AWS アカウント内で一意である必要があります。最大 128
文字まで指定でき、数字とハイフンを使用できます。
aws cloudformation create-stack --stack-name STACK_NAME --template-body file://
setup.yaml --capabilities CAPABILITY_IAM

create-stackコマンドパラメータの詳細については、「AWS CLI Command Reference guide」(コ
マンドリファレンスガイド）および「AWS CloudFormation User Guide」(ユーザーガイド）を参照し
てください。

Amazonウェブサービス管理コンソールを使用してAWSリソース
を作成します。
コンソールでアプリのリソースを作成するには、「AWS CloudFormationUser Guide」（ユーザーガイ
ド）の手順に従います。提供されたテンプレートを使用して、setup.yamlという名前のファイルを作成
します。そしてこのGitHubにコンテンツをコンテンツをコピーします

Important
スタック名は、AWS 地域および AWS アカウント内で一意である必要があります。最大 128 文字
まで指定でき、数字とハイフンを使用できます。
AWS CloudFormationダッシュボードでスタックを開き、 Resources（リソース）タブを選択して、コン
ソールにリソースのリストを表示します。チュートリアルにはこれらが必要です。
337

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
ワークフローを作成します

ワークフローを作成します
このトピックは、AWS Step Functionsを使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの
一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「AWS SDK for JavaScriptを使用して、AWS
サーバーレスワークフローを作成します (p. 335)」を参照してください。
次の図は、このチュートリアルで作成するワークフローを示しています。

ワークフローの各ステップで次のようなことが行われます。
+Start-ワークフローをスタートします。
+Open Case- サポートチケットID値をワークフローに渡すことにより、それを処理します。
+Assign Case— サポートケースを従業員に割り当て、データを DynamoDB テーブルに保存します。
+ Send Email— Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して、従業員に新しいチケットがあ
ることを知らせるイーメールメッセージを送信します。
+End-ワークフローを停止します。

Step 関数を使用してサーバーレスワークフローを作成します
サポートチケットを処理するワークフローを作成できます。ステップ機能を使用してワークフローを定
義するには、Amazon States Language (JSON ベース)の ドキュメントを作成して、ステートマシンを定
義します。Amazon States Languageドキュメントで、各ステップについて説明します。ドキュメントを
定義すると、ステップ 関数によってワークフローで視覚的に表現できます。次の図は、Amazon States
Language ドキュメントとワークフローの視覚的な表現を示しています。
ワークフローはステップ間でデータを渡すことができます。たとえば、 Open Caseステップは、ケース ID
値（ワークフローに渡される）を処理し、その値をAssign Caseステップに渡します。このチュートリア
ルの後半では、データ値を読み取り、処理するアプリケーションロジックをLambda 関数で作成します。

ワークフローを作成するには
1.

Amazon Web Services Consoleを開きます。

2.

Create State Machine（ステートマシンの作成）を選択します。

3.

コードスニペットで作成 を選択します。Typeエリア中の、Standardを選びます。

338

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
ワークフローを作成します

4.

次のコードを入力して、Amazon States Language ドキュメントを指定します。
{
"Comment": "A simple AWS Step Functions state machine that automates a call center
support session.",
"StartAt": "Open Case",
"States": {
"Open Case": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:REGION:ACCOUNT_ID:function:FUNCTION_NAME",
"Next": "Assign Case"
},
"Assign Case": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:REGION:ACCOUNT_ID:function:FUNCTION_NAME",
"Next": "Send Email"
},
"Send Email": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:REGION:ACCOUNT_ID:function:FUNCTION_NAME",
"End": true
}
}
}

Note
Lambda リソース値に関連するエラーについて心配する必要はありません。これらの値は、
このチュートリアルの後半で更新します。
5.

Next (次へ) を選択します。

6.

名前フィールドにSupportStateMachineと入力します。

7.

Permissionで、既存のロールから選択するを選択します。

8.

workflow-supportを選択します。(作成した IAM ロール)。
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9.

Create State Machine（ステートマシンの作成）を選択します。ステートマシンが正常に作成された
ことを示すメッセージが表示されます。

Lambda 関数を作成します
このトピックは、AWS Step Functionsを使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの
一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「AWS SDK for JavaScriptを使用して、AWS
サーバーレスワークフローを作成します (p. 335)」を参照してください。
Lambda 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、各 Lambda 関数に対応する
3 つのワークフローステップがあります。
以下のセクションの説明に従って、これらの Lambda 関数を作成します。
• getID Lambda 関数 (p. 340)-チケット ID 値を処理するワークフローの最初のステップとして使用され
ます。
• addItem Lambdaクラス (p. 341)-従業員にチケットを割り当て、データを DynamoDB データベースに
保存するワークフローの第2ステップとして使用されます。
• sendemail Lambda クラス (p. 342)-Amazon SES を使用して従業員にチケットを通知するメールメッ
セージを送信するワークフローの 第3ステップとして使用されます。

getID Lambda 関数
ワークフローの第2ステップに渡されるチケット ID 値を返信する Lambda 関数を作成します。
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exports.handler = async (event) => {
// Create a support case using the input as the case ID, then return a confirmation message
try{
const myCaseID = event.inputCaseID;
var myMessage = "Case " + myCaseID + ": opened...";
var result = { Case: myCaseID, Message: myMessage };
}
catch(err){
console.log('Error', err);
}
};

コマンドラインで次のように入力して、webpack を使用してファイルをindex.jsという名前のファイル
にバンドルします。
webpack getid.js --mode development --target node --devtool false --output-library-target
umd -o index.js

次にindex.jsをZIPのファイル名に圧縮します。この例のトピックで作成したAmazonS3バケット
にZIPのファイルを getid.js.zip. アップロードします。
このコード例はこのGitHubにで利用可能です。

addItem Lambdaクラス
チケットを割り当てる従業員を選択し、チケットデータを Caseという名前の DynamoDB テーブルに保存
する Lambda 関数を作成します。

"use strict";
// Load the required clients and commands.
const { DynamoDBClient, PutItemCommand } = require("@aws-sdk/client-dynamodb");
const REGION = "eu-west-1"; //e.g. "us-east-1"
// Create the client service objects.
const dbclient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
exports.handler = async (event) => {
try{
// Helper function to send message using Amazon SNS.
const val = event;
//PersistCase adds an item to a DynamoDB table
const tmp = (Math.random() <= 0.5) ? 1 : 2;
console.log(tmp);
if (tmp == 1) {
const params = {
TableName: "Case",
Item: {
id: {N: val.Case},
empEmail: {S: "brmur@amazon.com"},
name: {S: "Tom Blue"}
},
}
console.log('adding item for tom');
try {
const data = await dbclient.send(new PutItemCommand(params));
console.log(data);
} catch (err) {
console.error(err);
}
var result = { Email: params.Item.empEmail };
return result;
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} else {
const params = {
TableName: "Case",
Item: {
id: {N: val.Case},
empEmail: {S: "brmur@amazon.com"},
name: {S: "Sarah White"}
},
}
console.log('adding item for sarah');
try {
const data = await dbclient.send(new PutItemCommand(params));
console.log(data);
} catch (err) {
console.error(err);
}
return params.Item.empEmail;
var result = { Email: params.Item.empEmail };
}

}

}
catch(err){
console.log("Error" , err)
}

コマンドラインで次のように入力して、webpack を使用してファイルをindex.jsという名前のファイル
にバンドルします。
webpack additem.js --mode development --target node --devtool false --output-library-target
umd -o index.js

次にindex.jsをZIPのファイル名に圧縮します。この例のトピックで作成したAmazonS3バケット
にZIPのファイルを additem.js.zip. アップロードします。
このコード例はこのGitHubにで利用可能です。

sendemail Lambda クラス
新しいチケットについて通知するイーメールを送信するLambda 関数を作成します。第2ステップで渡され
たイーメールアドレスが使用されます。

// Load the required clients and commands.
const { SESClient, SendEmailCommand } = require("@aws-sdk/client-ses");
// Set the AWS Region.
const REGION = "eu-west-1"; //e.g. "us-east-1"
// Create the client service objects.
const sesclient = new SESClient({ region: REGION });
exports.handler = async (event) => {
// Enter a sender email address. This address must be verified.
const sender = "Sender Name <briangermurray@gmail.com>";
// AWS Step Functions passes the employee's email to the event.
// This address must be verified.
const recepient = event.S;
// The subject line for the email.
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const subject = "New case";
// The email body for recipients with non-HTML email clients.
const body_text =
"Hello,\r\n"
+ "Please check the database for new ticket assigned to you.";
// The HTML body of the email.
const body_html = `<html><head></head><body><h1>Hello!</h1><p>Please check the database
for new ticket assigned to you.</p></body></html>`;
// The character encoding for the email.
const charset = "UTF-8";
const params = {
Source: sender,
Destination: {
ToAddresses: [
recepient
],
},
Message: {
Subject: {
Data: subject,
Charset: charset
},
Body: {
Text: {
Data: body_text,
Charset: charset
},
Html: {
Data: body_html,
Charset: charset
}
}
}
};
try {
const data = await sesclient.send(new SendEmailCommand(params));
console.log(data);
} catch (err) {
console.error(err);
}
};

コマンドラインで次のように入力して、webpack を使用してファイルをindex.jsという名前のファイル
にバンドルします。
webpack sendemail.js --mode development --target node --devtool false --output-librarytarget umd -o index.js

次にindex.jsをZIPのファイル名に圧縮します。この例のトピックで作成したAmazonS3バケット
にZIPのファイルを sendemail.js.zip. アップロードします。
このコード例はこのGitHubにで利用可能です。

Lambda 関数をデプロイします。
getid Lambda 関数をデプロイするには
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1.

Amazon Web Services Console（Amazon Web Servicesコンソール）でLambda コンソールを開きま
す。

2.

Create Function（関数の作成）を選択します。

3.

Author from scratch（製作者を最初から） を選択します。

4.

Basic 情報セクションで、名前としてGetId と入力します。

5.

Runtimeで、Node.js 14xを選択します。

6.

Use an existing roleを選択し、lambda-support(で作成したIAMロール）を選択します。

7.

Create Function（関数の作成）を選択します。

8.

Upload from - Amazon S3 locationを選びます。

9.

Uploadを選択し、Upload from- Amazon S3 location、Amazon S3 link URLを入力します。

10. Save を選択します。
11. 新しいLamba関数への additem.js.zipとsendemail.js.zipに対してこの手順を繰り返します。完了する
と、Amazon States Language ドキュメントで参照できる3 つの Lambda 関数が完成します。

Lambda 関数をワークフローに追加します
このトピックは、AWS Step Functionsを使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの
一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「AWS SDK for JavaScriptを使用して、AWS
サーバーレスワークフローを作成します (p. 335)」を参照してください。
1.

Lambdaのコンソールを開きます。右上に Lambda Amazon リソースネーム (ARN) の値を表示されて
いることに注意してください。
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2.

値をコピーし、ステップ機能 コンソールにある Amazon States Language ドキュメントのステップ 1
に貼り付けます。

3.

Assign Caseおよび Send Emailステップのリソースを更新します。これは、ステップ機能 で作成され
たワークフローにAWSSDK for Java で作成した Lambda 関数をフックする方法です。

ステップ機能 コンソールを使用してワークフローを実行します
このトピックは、AWS Step Functionsを使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの
一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「AWS SDK for JavaScriptを使用して、AWS
サーバーレスワークフローを作成します (p. 335)」を参照してください。
ワークフローは、ステップ機能 コンソールで呼び出すことができます。実行は JSON 入力を受け取りま
す。この例では、次の JSON データをワークフローに渡すことができます。
{
"inputCaseID": "001"
}

ワークフローを実行するには
1.

ステップ機能コンソールで、Start executionを選択します。

2.

Input セクションで、JSON データを渡します。ワークフローを表示します 各ステップが完了する
と、緑に変わります。
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3.

ステップが赤に変わると、エラーが発生しています。ステップをクリックして、右側からアクセスで
きるログを表示します。

ワークフローが完了したら、DynamoDB テーブルでデータを表示できます。

おめでとうございます。これで、AWSSDK for Javaを使用してAWSサーバーレスワークフローを作成しま
した。このチュートリアルの冒頭で説明したように、このチュートリアルを進めたうえで、作成したすべ
てのリソースを終了して、料金が発生しないようにしてください。このチュートリアルのAWSリソースを
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作成します (p. 336)トピックで作成したAWS CloudFormationスタックを削除することで次のようにでき
ます。
1.

AWSマネジメントコンソールでAWS CloudFormation を開きます。

2.

Stacks（スタック）ページを開き、スタックを選択します。

3.

削除 を選択します。

AWSクロスサービスの例の詳細については、「AWS SDK for JavaScript cross-service examples」（クロ
スサービスの例）を参照してください。

実行するスケジュールされたイベントを作成する
AWS Lambda機能
を呼び出す、スケジュールされたイベントを作成できます。AWS LambdaAmazonを使用して関数を実行
するCloudWatchイベント。を構成できます。CloudWatchcron 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イベント。たとえば、CloudWatchLambda 関数を平日に呼び出すイベン
ト。
AWS Lambdaは、サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピューティ
ングサービスです。Lambda 関数は、さまざまなプログラミング言語で作成できます。AWS Lambda の詳
細については、「AWS Lambda とは」を参照してください。
このチュートリアルでは、Lambda を使用して Lambda 関数を作成します。JavaScriptランタイム API。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。たとえば、次の図に示
すように、組織が、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モ
バイルテキストメッセージを従業員に送信するとします。

このチュートリアルは完了までに約 20 分かかります。
このチュートリアルでは、使用方法を説明します。JavaScriptこのユースケースを実行するソリューショ
ンを作成するためのロジック。たとえば、データベースを読み取り、1 年記念日に達した従業員を特定す
る方法、データを処理する方法、Lambda 関数を使用してテキストメッセージを送信する方法について学
習します。次に、cron 式を使用して Lambda 関数を毎週日に呼び出す方法を学びます。
このAWSチュートリアルでは、これらのフィールドを含む Employee という名前の Amazon DynamoDB
テーブルを使用します。
• id-テーブルのプライマリキー。
• firstName-従業員のファーストネーム。
• 電話-従業員の電話番号。
• StartDate-従業員の開始日。
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Important
完了するコスト: -AWSこのドキュメントに含まれるサービスは、AWS無料利用枠。ただし、この
チュートリアルを完了した後は、必ずすべてのリソースを終了して、課金されないようにしてく
ださい。

アプリを構築するには:
1.

前提条件を完了します。 (p. 348)

2.

の作成AWSリソース (p. 348)

3.

ブラウザスクリプトを準備する (p. 351)

4.
5.

Lambda 関数を作成してアップロードします。 (p. 351)
Lambda 関数をデプロイする (p. 353)

6.
7.

アプリを実行する (p. 354)
リソースを削除する (p. 355)

前提条件タスク
このトピックは、Amazon を使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの一部で
す。CloudWatchを使用した予定されたイベントAWS SDK for JavaScript。このチュートリアルを最初から
開始する場合は、「実行するスケジュールされたイベントを作成するAWS Lambda機能 (p. 347)」を参
照してください。
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するようにプロジェクト環境をセットアップするTypeScript例を挙げて、必要な
ものをインストールします。AWS SDK for JavaScriptサードパーティー製モジュールもあります。「」
の指示に従って、 GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供方法
の詳細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照し
てください。

の作成AWSリソース
このトピックは、Amazon から Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの一部で
す。CloudWatchを使用した予定されたイベントAWS SDK for JavaScript。このチュートリアルを最初から
開始する場合は、「実行するスケジュールされたイベントを作成するAWS Lambda機能 (p. 347)」を参
照してください。
このチュートリアルでは、以下のリソースが必要です。
• という名前のAmazon DynamoDB テーブル従業員という名前のキーを使用します。IDと、前の図に示し
たフィールドを示します。このユースケースをテストする有効な携帯電話を含め、正しいデータを入力
してください。詳細については、「」を参照してください。テーブルを作成する。
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• Lambda 関数を実行するためのアクセス権限がアタッチされた IAM ロール。
• Lambda 関数をホストする Amazon S3 バケット。
これらのリソースは手動で作成できますが、これらのリソースはAWS CloudFormationこのチュートリア
ルで説明しています。

の作成AWSを使用したリソースAWS CloudFormation
AWS CloudFormation は、計画に従い、繰り返し AWS インフラストラクチャデプロイを作成し、プロビ
ジョニングします。の詳細AWS CloudFormation「」を参照してください。AWS CloudFormation開発者ガ
イド。。
を作成するにはAWS CloudFormationを使用したスタックAWS CLI:
1.

のインストールと設定AWS CLI「」の指示に従います。AWS CLIユーザーガイド。

2.

という名前のファイルを作成します。setup.yamlプロジェクトフォルダのルートディレクトリで、
コンテンツをコピーします。ここ:GitHubそれに。

Note
-AWS CloudFormationテンプレートは以下を使用して生成されましたAWS CDK使用可能で
すここ:GitHub。AWS CDK の詳細については、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) デ
ベロッパーガイドを参照してください。
3.

コマンドラインから次のコマンドを実行して、STACK_NAMEスタックの一意の名前を指定します。

Important
スタック名は、AWS地域とAWSアカウント. 最大 128 文字まで指定でき、数字とハイフンを
使用できます。
aws cloudformation create-stack --stack-name STACK_NAME --template-body file://
setup.yaml --capabilities CAPABILITY_IAM

の詳細については、「」を参照してください。create-stackコマンドパラメータについては、を参
照してください。AWS CLIコマンドリファレンスガイドであり、AWS CloudFormationユーザーガイ
ド。
コンソールでスタックを開き、リソースのリストを表示します。AWS CloudFormationダッシュボー
ドを選択し、リソースタブ。チュートリアルでは、これらが必要です。
4.

スタックが作成されたら、AWS SDK for JavaScript「」の説明に従って DynamoDB テーブルにデー
タを入力します。DynamoDB テーブルにデータを入力します。 (p. 349)。

DynamoDB テーブルにデータを入力します。
テーブルにデータを入力するには、まずという名前のディレクトリを作成します。libsという名前のファ
イルを作成します。dynamoClient.jsをクリックし、以下の内容を貼り付けます。
const { DynamoDBClient } = require( "@aws-sdk/client-dynamodb" );
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamodDB service client object.
const dynamoClient = new DynamoDBClient({region:REGION});
module.exports = { dynamoClient };
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このコードは利用可能ですここ:GitHub。
次に、という名前のファイルを作成します。populate-table.jsプロジェクトフォルダのルートディ
レクトリで、コンテンツをコピーします。ここ:GitHubそれに。項目の 1 つについて、の値を置き換えま
す。phoneE.164 形式の有効な携帯電話番号と、startDate今日の日付で。
コマンドラインから次のコマンドを実行します。
node populate-table.js

const {
BatchWriteItemCommand } = require( "aws-sdk/client-dynamodb" );
const {dynamoClient} = require( "./libs/dynamoClient" );
// Set the parameters.
const params = {
RequestItems: {
Employees: [
{
PutRequest: {
Item: {
id: { N: "1" },
firstName: { S: "Bob" },
phone: { N: "155555555555654" },
startDate: { S: "2019-12-20" },
},
},
},
{
PutRequest: {
Item: {
id: { N: "2" },
firstName: { S: "Xing" },
phone: { N: "155555555555653" },
startDate: { S: "2019-12-17" },
},
},
},
{
PutRequest: {
Item: {
id: { N: "55" },
firstName: { S: "Harriette" },
phone: { N: "155555555555652" },
startDate: { S: "2019-12-19" },
},
},
},
],
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await dbclient.send(new BatchWriteItemCommand(params));
console.log("Success", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

このコードは利用可能ですここ:GitHub。
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AWS Lambda 関数の作成
SDK の設定
まず、必要なものをインポートしますAWS SDK for JavaScript(v3) モジュールとコマン
ド:DynamoDBClientDynamoDBScanCommand, およびSNSClientAmazon SNSPublishCommandコ
マンド。置換##とAWSリージョン。次に、今日の日付を計算し、パラメータに割り当てます。次
に、ScanCommand.ReplaceTABLE_NAMEで作成したテーブルの名前をの作成AWSリソース (p. 348)こ
の例のセクション。
以下のコードスニペットは、このステップを示しています (詳細な例については、Lambda 関数のバンドリ
ング (p. 352) を参照してください)。
"use strict";
// Load the required clients and commands.
const { DynamoDBClient, ScanCommand } = require("@aws-sdk/client-dynamodb");
const { SNSClient, PublishCommand } = require("@aws-sdk/client-sns");
//Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Get today's date.
const today = new Date();
const dd = String(today.getDate()).padStart(2, "0");
const mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, "0"); //January is 0!
const yyyy = today.getFullYear();
const date = yyyy + "-" + mm + "-" + dd;
// Set the parameters for the ScanCommand method.
const params = {
// Specify which items in the results are returned.
FilterExpression: "startDate = :topic",
// Define the expression attribute value, which are substitutes for the values you want
to compare.
ExpressionAttributeValues: {
":topic": { S: date },
},
// Set the projection expression, which the the attributes that you want.
ProjectionExpression: "firstName, phone",
TableName: "TABLE_NAME",
};

DynamoDB テーブルのスキャン
まず、という非同期/待機関数を作成します。sendTextAmazon SNS を使用してテキストメッセージを発
行するにはPublishCommand。次に、[] を追加します。try今日の勤務記念日を持つ従業員の DynamoDB
テーブルをスキャンし、sendText関数を使用して、これらの従業員にテキストメッセージを送信できま
す。エラーが発生した場合は、catchブロックが呼び出されます。
以下のコードスニペットは、このステップを示しています (詳細な例については、Lambda 関数のバンドリ
ング (p. 352) を参照してください)。
exports.handler = async (event, context, callback) => {
// Helper function to send message using Amazon SNS.
async function sendText(textParams) {
try {
const data = await snsclient.send(new PublishCommand(textParams));
console.log("Message sent");
} catch (err) {
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console.log("Error, message not sent ", err);

}
try {
// Scan the table to check identify employees with work anniversary today.
const data = await dbclient.send(new ScanCommand(params));
data.Items.forEach(function (element, index, array) {
const textParams = {
PhoneNumber: element.phone.N,
Message:
"Hi " +
element.firstName.S +
"; congratulations on your work anniversary!",
};
// Send message using Amazon SNS.
sendText(textParams);
});
} catch (err) {
console.log("Error, could not scan table ", err);
}

};

Lambda 関数のバンドリング
このトピックでは、をバンドルする方法について説明します。mylambdafunction.js必要条件のAWS
SDK for JavaScriptこの例のモジュールを、というバンドルされたファイルにまとめます。index.js。
1.

まだ知識がない場合は、前提条件タスク (p. 348)この例では、webpack をインストールします。

Note
の詳細については、「」を参照してください。Webpack「」を参照してください。Webpack
によるアプリケーションのバンドル (p. 42)。
2.

コマンドラインで次のコマンドを実行して、JavaScriptこの例では、というファイルに<index.js>:
webpack mylamdbafunction.js --mode development --target node --devtool false --outputlibrary-target umd -o index.js

Important
出力には名前が付けられていることに注目してくださいindex.js。これは、Lambda 関数
にindex.js作業するハンドラ。
3.

バンドルされた出力ファイルを圧縮し、index.jsという名前の ZIP ファイルにmy-lambdafunction.zip。

4.

アップロードmylambdafunction.zipで作成した Amazon S3 バケットにの作成AWSリソース
(p. 348)このチュートリアルのトピック。

完全なブラウザスクリプトコードは次のとおりです。mylambdafunction.js。
"use strict";
// Load the required clients and commands.
const { DynamoDBClient, ScanCommand } = require("@aws-sdk/client-dynamodb");
const { SNSClient, PublishCommand } = require("@aws-sdk/client-sns");
//Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Get today's date.
const today = new Date();

352

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
Lambda 関数をデプロイする
const
const
const
const

dd =
mm =
yyyy
date

String(today.getDate()).padStart(2, "0");
String(today.getMonth() + 1).padStart(2, "0"); //January is 0!
= today.getFullYear();
= yyyy + "-" + mm + "-" + dd;

// Set the parameters for the ScanCommand method.
const params = {
// Specify which items in the results are returned.
FilterExpression: "startDate = :topic",
// Define the expression attribute value, which are substitutes for the values you want
to compare.
ExpressionAttributeValues: {
":topic": { S: date },
},
// Set the projection expression, which the the attributes that you want.
ProjectionExpression: "firstName, phone",
TableName: "TABLE_NAME",
};
// Create the client service objects.
const dbclient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
const snsclient = new SNSClient({ region: REGION });
exports.handler = async (event, context, callback) => {
// Helper function to send message using Amazon SNS.
async function sendText(textParams) {
try {
const data = await snsclient.send(new PublishCommand(textParams));
console.log("Message sent");
} catch (err) {
console.log("Error, message not sent ", err);
}
}
try {
// Scan the table to check identify employees with work anniversary today.
const data = await dbclient.send(new ScanCommand(params));
data.Items.forEach(function (element, index, array) {
const textParams = {
PhoneNumber: element.phone.N,
Message:
"Hi " +
element.firstName.S +
"; congratulations on your work anniversary!",
};
// Send message using Amazon SNS.
sendText(textParams);
});
} catch (err) {
console.log("Error, could not scan table ", err);
}
};

Lambda 関数をデプロイする
このトピックは、Amazon から Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの一部で
す。CloudWatchを使用した予定されたイベントAWS SDK for JavaScript。このチュートリアルを最初から
開始する場合は、「実行するスケジュールされたイベントを作成するAWS Lambda機能 (p. 347)」を参
照してください。
プロジェクトのルートで、lambda-function-setup.jsファイルし、以下の内容を貼り付けます。
置換BUCKET_NAMEAmazon S3 バケットの名前で、Lambda 関数の ZIP バージョンをアップロードした
Lambda 関数を使用します。置換#####名前の名前で、Lambda 関数の ZIP バージョンを示します。置
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換IAM_ROLE_ARNで作成した IAM ロールの Amazon リソースナンバー (ARN) をの作成AWSリソース
(p. 348)このチュートリアルのトピック。置換LAMBDA_FUNCTION_NAMELambda 関数の名前を指定しま
す。
// Load the required Lambda client and commands.
const {
CreateFunctionCommand,
} = require("@aws-sdk/client-lambda");
const {
lambdaClient
} = require("..libs/lambdaClient.js");
// Instantiate an Lambda client service object.
const lambda = new LambdaClient({ region: REGION });
// Set the parameters.
const params = {
Code: {
S3Bucket: "BUCKET_NAME", // BUCKET_NAME
S3Key: "ZIP_FILE_NAME", // ZIP_FILE_NAME
},
FunctionName: "LAMBDA_FUNCTION_NAME",
Handler: "index.handler",
Role: "IAM_ROLE_ARN", // IAM_ROLE_ARN; e.g., arn:aws:iam::650138640062:role/v3-lambdatutorial-lambda-role
Runtime: "nodejs12.x",
Description:
"Scans a DynamoDB table of employee details and using Amazon Simple Notification
Services (Amazon SNS) to " +
"send employees an email the each anniversary of their start-date.",
};
const run = async () => {
try {
const data = await lambda.send(new CreateFunctionCommand(params));
console.log("Success", data); // successful response
} catch (err) {
console.log("Error", err); // an error occurred
}
};
run();

コマンドラインで次のコマンドを入力して、Lambda 関数をデプロイします。
node lambda-function-setup.js

このコード例は利用できます。ここ:GitHub。

設定CloudWatchLambda 関数を呼び出すには
を設定するにはCloudWatchLambda 関数を呼び出すには、以下を実行します。
1.
2.
3.
4.

Lambda コンソールで [Functions (関数)] ページを開きます。
Lambda 関数を選択します。
[Designer] で、[Add trigger] を選択します。
トリガーの種類を [] に設定します。CloudWatchイベント/EventBridge。

5.
6.
7.

[ルール] で、新しいルールの作成。
[ルール名] と [ルールの説明] を入力します。
[ルールタイプ] で、スケジュール式。
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8.

左スケジュール式フィールドに cron 式を入力します。たとえば、cron (0 12? * 月-金 *)。

9.

[Add] (追加) をクリックします。

Note
詳細については、「」を参照してください。での Lambda の使用CloudWatchイベント。

リソースを削除する
このトピックは、Amazon から Lambda 関数を呼び出す方法を示すチュートリアルの一部で
す。CloudWatchを使用した予定されたイベントAWS SDK for JavaScript。このチュートリアルを最初から
開始する場合は、「実行するスケジュールされたイベントを作成するAWS Lambda機能 (p. 347)」を参
照してください。
おめでとうございます。Amazon から Lambda 関数を呼び出しましたCloudWatchを使用した予定された
イベントAWS SDK for JavaScript。このチュートリアルの冒頭で説明したように、このチュートリアル
を進めながら、作成したすべてのリソースを終了して、課金されないようにしてください。これを行う
には、AWS CloudFormationで作成したスタックの作成AWSリソース (p. 348)このチュートリアルのト
ピックは次のとおりです。
1.

AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2.

リポジトリの []スタック[] ページで、スタックを選択します。

3.

[Delete] (削除) を選択します。

詳細はこちらAWSクロスサービスの例、「」を参照してください。AWS SDK for JavaScriptクロスサービ
スの例。

Amazon Lex chatbotを構築する
ウェブアプリケーション内に Amazon Lex chatbotを作成して、ウェブサイトの訪問者に対応することが
できます。Amazon Lex chatbotは、人と直接連絡することなく、ユーザーとのオンラインチャットの会話
を実行する機能です。例えば、次の図は、ホテルの部屋の予約についてユーザーに対応する Amazon Lex
chatbotを示しています。
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このAWSのチュートリアルで作成されたAmazon Lex chatbotは、複数の言語を処理できます。例えば、フ
ランス語を話すユーザーは、フランス語のテキストを入力し、フランス語で応答を返すことができます。

同様に、ユーザーはイタリア語でAmazon Lex chatbotで通信できます。

このAWSチュートリアルでは、 Amazon Lex chatbot を作成し、それを Node.js ウェブアプリケーション
に統合する方法について説明します。AWS SDK for JavaScript(バージョン 3) は、これらAWSサービスの
呼び出しに使用されます。
• Amazon Lex
• Amazon Comprehend
• Amazon Translate
完了までのコスト: -AWSこのドキュメントに含まれるサービスは、AWS無料利用枠。
[Note:] (メモ:) このチュートリアルを進めるうえで作成したすべてのリソースを終了して、料金が発生しな
いようにしてください。

アプリを構築するには
1.

前提条件 (p. 357)
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2.

リソースのプロビジョニング (p. 357)

3.

Amazon Lex chatbotの作成する (p. 358)

4.

HTMLを作成する (p. 359)

5.

ブラウザスクリプトを作成する (p. 360)

6.

次のステップ (p. 363)

前提条件
このトピックは、ウェブサイトの訪問者に対応するためにWebアプリケーション内にAmazon Lex chatbot
を作成するチュートリアルの一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「Amazon Lex
chatbotを構築する (p. 355)」を参照してください。
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するためのプロジェクト環境を設定します TypeScript 例、および必要なものをイ
ンストールします。AWS SDK for JavaScriptおよびサードパーティーのモジュール。「」の指示に従い
ます。 GitHub。
• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供の詳
細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照してく
ださい。

Important
この例では、ECMAScript6 (ES6) を使用しています。これには Node.js バージョン13.x以降が必
要です。Node.js の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには、「Node.js ダウン
ロード」を参照してください。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)を参照
してください。

AWSリソースを作成します
このトピックは、ウェブサイトの訪問者に対応するためにWebアプリケーション内にAmazon Lex chatbot
を作成するチュートリアルの一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「Amazon Lex
chatbotを構築する (p. 355)」を参照してください。
このチュートリアルでは、以下のリソースが必要です。
• 次の権限がアタッチされた非認証IAM ロールです。
• Amazon Comprehend
• Amazon Translate
• Amazon Lex
このリソースは手動でも作成できますが、このチュートリアルで説明するようにAWS CloudFormationを
使用して、これらのリソースをプロビジョニングすることをお勧めします。

AWS CloudFormationを使用してAWSリソースを作成する
AWS CloudFormationは、AWSインフラストラクチャデプロイを予想可能および繰り返し作成し、プ
ロビジョニングすることができます。AWS CloudFormationの詳細については、AWS CloudFormation
developer guide（デベロッパーガイド）を参照してください。
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AWS CLIを使用してAWS CloudFormationスタックを作成するには：
1.

「AWS CLI User Guide」（ユーザーガイド）の手順に従ってAWS CLIをインストールして設定しま
す。

2.

という名前のファイルを作成します。setup.yamlプロジェクトフォルダのルートディレクトリで、
コンテンツをコピーします。ここ: GitHubそれに。

Note
-AWS CloudFormationテンプレートはを使用して生成されましたAWS CDK使用可能ですこ
こ: GitHub。AWS CDKの詳細については、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)デベ
ロッパーガイドを参照してください。
3.

コマンドラインから以下のコマンドを実行し、「STACK_NAME」をスタックの一意の名前に置き換え
ます。

Important
スタック名は、AWS 地域および AWS アカウント内で一意である必要があります。最大 128
文字まで指定でき、数字とハイフンを使用できます。
aws cloudformation create-stack --stack-name STACK_NAME --template-body file://
setup.yaml --capabilities CAPABILITY_IAM

create-stackコマンドパラメータの詳細については、「AWS CLI Command Reference guide」(コ
マンドリファレンスガイド）および「AWS CloudFormation User Guide」(ユーザーガイド）を参照し
てください。
作成されたリソースを表示するには、Amazon Lex コンソールを開き、スタックを選択
し、Resources (リソース)タブを選びます。

Amazon Lex botを作成します
Important
Amazon Lex コンソールの V1 を使用してボットを作成します。この例は、V2 を使用して作成さ
れたボットでは機能しません。
最初のステップは、Amazon Web Services マネジメントコンソールを使用して Amazon Lex chatbotを作
成することです。この例では、Amazon LexBookTrip例が使用されています。詳細については「Book Trip
(出張の予約)」を参照してください。
• Amazon Web Services マネジメントコンソールにサインインして、Amazon Web Services Console
(Amazon Web Services コンソール)のAmazon Lex コンソールを開きます。
• Botsページで、Create（作成）を選択します。
• 選択BookTrip設計図 (デフォルトのままにしておきます)BookTrip).
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• デフォルト設定を入力して選択作成(コンソールにはBookTripボット)。編集タブで、事前設定されてい
るインテントの詳細を確認します。
• テストウィンドウでボットをテストします。ホテルの部屋を予約したいと入力してテストを開始しま
す。

• Publish (発行) を選択し、エイリアス名を識別します (AWS SDK for JavaScriptを使用する場合、この値
が必要です)。

Note
参照する必要がありますボット名とボットエイリアス側: JavaScript コード。

HTMLを作成する
このトピックは、ウェブサイトの訪問者に対応するためにWeb アプリケーション内にAmazon Lex chatbot
を作成するチュートリアルの一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「Amazon Lex
chatbotを構築する (p. 355)」を参照してください。
index.html という名前のファイルを作成します。以下のコードをコピーして、index.htmlに貼り
付けます。このHTMLはmain.jsを参照します。これは index.js のバンドルバージョンで、必要なAWS
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SDK for JavaScriptモジュールが含まれます。このファイルは HTMLを作成する (p. 359) で作成しま
す。index.html はスタイルを追加する style.css も参照します。
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Amazon Lex - Sample Application (BookTrip)</title>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<h1 id="title">Amazon Lex - BookTrip</h1>
<p id="intro">
This multiple language chatbot shows you how easy it is to incorporate
<a href="https://aws.amazon.com/lex/" title="Amazon Lex (product)" target="_new">Amazon
Lex</a> into your web apps. Try it out.
</p>
<div id="conversation"></div>
<input type="text" id="wisdom" size="80" value="" placeholder="J'ai besoin d'une chambre
d'hôtel">
<br>
<button onclick="createResponse()">Send Text</button>
<script type="text/javascript" src="./main.js"></script>
</body>

このコードも利用できますここ: GitHub。

ブラウザスクリプトを作成する
このトピックは、ウェブサイトの訪問者に対応するために Web アプリケーション内にAmazon Lex
chatbot 作成するチュートリアルの一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「Amazon
Lex chatbotを構築する (p. 355)」を参照してください。
index.js という名前のファイルを作成します。以下のコードをコピーして、index.jsに貼り付けま
す。必要なAWS SDK for JavaScriptモジュールとコマンドをインポートします。Amazon Lex、Amazon
Comprehend、およびAmazon Translate のクライアントを作成します。REGIONをAWSリージョンに置き
換え、IDENTITY_POOL_IDをAWSリソースを作成します (p. 357)で作成したアイデンティティプール
のID に置き換えます。このアイデンティティプールのIDを取得するには、Amazon Cognito コンソールで
アイデンティティプールを開き、Edit identity pool (アイデンティティプールの編集) を選択し、サイドメ
ニューのSample code (サンプルコード)を選択します。アイデンティティプールの IDはコンソールに赤い
テキストで表示されます。
まず、libsディレクトリを作成し、3つのファイ
ル、comprehendClient.js、lexClient.js、translateClient.jsを作成することで、必要なサー
ビスクライアントオブジェクトを作成します。以下の適切なコードをそれぞれに貼り付け、REGIONおよ
びIDENTITY_POOL_IDをそれぞれ置き換えます。

Note
AWS CloudFormationを使用してAWSリソースを作成する (p. 357)で作成したAmazon Cognito
アイデンティティプールのIDを使用します。
import { CognitoIdentityClient } from "@aws-sdk/client-cognito-identity";
import { fromCognitoIdentityPool } from "@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity";
import { ComprehendClient } from "@aws-sdk/client-comprehend";
const REGION = "REGION";
const IDENTITY_POOL_ID = "IDENTITY_POOL_ID"; // An Amazon Cognito Identity Pool ID.
// Create an Amazon Comprehend service client object.
const comprehendClient = new ComprehendClient({
region: REGION,
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credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: REGION }),
identityPoolId: IDENTITY_POOL_ID,
}),
});
export { comprehendClient };
import { CognitoIdentityClient } from "@aws-sdk/client-cognito-identity";
import { fromCognitoIdentityPool } from "@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity";
import { LexRuntimeServiceClient } from "@aws-sdk/client-lex-runtime-service";
const REGION = "REGION";
const IDENTITY_POOL_ID = "IDENTITY_POOL_ID"; // An Amazon Cognito Identity Pool ID.
// Create an Amazon Lex service client object.
const lexClient = new LexRuntimeServiceClient({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: REGION }),
identityPoolId: IDENTITY_POOL_ID,
}),
});
export { lexClient };
import { CognitoIdentityClient } from "@aws-sdk/client-cognito-identity";
import { fromCognitoIdentityPool } from "@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity";
import { TranslateClient } from "@aws-sdk/client-translate";
const REGION = "REGION";
const IDENTITY_POOL_ID = "IDENTITY_POOL_ID"; // An Amazon Cognito Identity Pool ID.
// Create an Amazon Translate service client object.
const translateClient = new TranslateClient({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: REGION }),
identityPoolId: IDENTITY_POOL_ID,
}),
});
export { translateClient };

このコードは利用可能ですここ: GitHub。。
次に、index.jaファイルを作成し、そこへ以下のコードを貼り付けます。
BOT_ALIASとBOT_NAMEをAmazon Lex ボットのエイリアスと名前にそれぞれ置き換え、USER_IDをユー
ザー ID に置き換えます。createResponse非同期関数は以下を実行します。
• ユーザーが入力したテキストをブラウザに取り込み、Amazon Comprehend を使用して言語コードを決
定します。
• 言語コードを取得し、Amazon Translate を使用してテキストを英語に翻訳します。
• 翻訳されたテキストを取得し、Amazon Lex を使用してレスポンスを生成します。
• レスポンスをブラウザページに投稿します。

import { DetectDominantLanguageCommand } from "@aws-sdk/client-comprehend";
import { TranslateTextCommand } from "@aws-sdk/client-translate";
import { PostTextCommand } from "@aws-sdk/client-lex-runtime-service";
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import { lexClient } from "./libs/lexClient.js";
import { translateClient } from "./libs/translateClient.js";
import { comprehendClient } from "./libs/comprehendClient.js";
var g_text = "";
// Set the focus to the input box.
document.getElementById("wisdom").focus();
function showRequest() {
var conversationDiv = document.getElementById("conversation");
var requestPara = document.createElement("P");
requestPara.className = "userRequest";
requestPara.appendChild(document.createTextNode(g_text));
conversationDiv.appendChild(requestPara);
conversationDiv.scrollTop = conversationDiv.scrollHeight;
}
function showResponse(lexResponse) {
var conversationDiv = document.getElementById("conversation");
var responsePara = document.createElement("P");
responsePara.className = "lexResponse";
var lexTextResponse = lexResponse;

}

responsePara.appendChild(document.createTextNode(lexTextResponse));
responsePara.appendChild(document.createElement("br"));
conversationDiv.appendChild(responsePara);
conversationDiv.scrollTop = conversationDiv.scrollHeight;

function handletext(text) {
g_text = text;
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.addEventListener("load", loadNewItems, false);
xhr.open("POST", "../text", true); // A Spring MVC controller
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); //necessary
xhr.send("text=" + text);
}
function loadNewItems() {
showRequest();

}

// Re-enable input.
var wisdomText = document.getElementById("wisdom");
wisdomText.value = "";
wisdomText.locked = false;

// Respond to user's input.
const createResponse = async () => {
// Confirm there is text to submit.
var wisdomText = document.getElementById("wisdom");
if (wisdomText && wisdomText.value && wisdomText.value.trim().length > 0) {
// Disable input to show it is being sent.
var wisdom = wisdomText.value.trim();
wisdomText.value = "...";
wisdomText.locked = true;
handletext(wisdom);
const comprehendParams = {
Text: wisdom,
};
try {
const data = await comprehendClient.send(
new DetectDominantLanguageCommand(comprehendParams)
);
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console.log(
"Success. The language code is: ",
data.Languages[0].LanguageCode
);
const translateParams = {
SourceLanguageCode: data.Languages[0].LanguageCode,
TargetLanguageCode: "en", // For example, "en" for English.
Text: wisdom,
};
try {
const data = await translateClient.send(
new TranslateTextCommand(translateParams)
);
console.log("Success. Translated text: ", data.TranslatedText);
const lexParams = {
botName: "BookTrip",
botAlias: "mynewalias",
inputText: data.TranslatedText,
userId: "chatbot", // For example, 'chatbot-demo'.
};
try {
const data = await lexClient.send(new PostTextCommand(lexParams));
console.log("Success. Response is: ", data.message);
var msg = data.message;
showResponse(msg);
} catch (err) {
console.log("Error responding to message. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error translating text. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error identifying language. ", err);
}

}
};
// Make the function available to the browser.
window.createResponse = createResponse;

このコードは利用可能ですここ: GitHub。。
ここで、webpackを使用して、index.jsとAWS SDK for JavaScriptのモジュールを 1つのファイ
ルmain.jsにバンドルします。
1.

webpackのインストールが済んでいない場合は、この例の前提条件 (p. 357)に従ってインストールし
てください。

Note
Webpackの詳細については、Webpack によるアプリケーションのバンドル (p. 42)を参照し
てください。
2.

コマンドラインで以下を実行して、 JavaScript この例では、というファイルに<index.js>:
webpack index.js --mode development --target web --devtool false -o main.js

次のステップ
このトピックは、ウェブサイトの訪問者に対応するためにWebアプリケーション内にAmazon Lex chatbot
を作成するチュートリアルの一部です。このチュートリアルを最初から開始する場合は、「Amazon Lex
chatbotを構築する (p. 355)」を参照してください。
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お疲れ様でした。Amazon Lex を使用してインタラクティブなユーザーエクスペリエンスを実現する
Node.js アプリケーションが作成されました。このチュートリアルの冒頭で説明したように、チュートリ
アルを進めるうえで作成したすべてのリソースを終了して、料金が発生しないようにしてください。この
チュートリアルのAWSリソースを作成します (p. 357)トピックで作成したAWS CloudFormationスタッ
クを削除して次のようにできます。
1.

AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2.

Stacks（スタック）ページで、スタックを選択します。

3.

削除 を選択します。

AWSクロスサービスの例の詳細については、「AWS SDK for JavaScript cross-service examples」（クロ
スサービスの例）を参照してください。

メッセージングアプリケーションの例を作成する
を作成することもできます。AWSを使用してメッセージを送信および取得するアプリケーションAWS
SDK for JavaScriptAmazon Simple Queue Service (Amazon SQS) と、メッセージは、メッセージの順序が
一貫していることを保証する先入れ先出し (FIFO) キューに格納されます。たとえば、キューに格納される
最初のメッセージは、キューから読み込まれた最初のメッセージです。

Note
Amazon SQS の詳細については、「」を参照してください。「What is Amazon Simple Queue
Service?
このチュートリアルでは、という名前の Node.js アプリケーションを作成します。AWSメッセージング。
完了するコスト: -AWSこのドキュメントに含まれるサービスは、AWS無料利用枠。
注意: このチュートリアルを進めながら、作成したリソースをすべて終了し、課金されないようにしてくだ
さい。

アプリを構築するには:
1.

前提条件 (p. 364)

2.

リソースのプロビジョニング (p. 365)

3.

ワークフローについて理解します。 (p. 366)

4.

HTML を作成する (p. 366)

5.

ブラウザスクリプトを作成する (p. 368)

6.

次のステップ (p. 372)

前提条件
このトピックは、を作成するためのチュートリアルの一部です。AWSを使用してメッセージを送信お
よび取得するアプリケーションAWS SDK for JavaScriptAmazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
と、このチュートリアルを最初から開始する場合は、「メッセージングアプリケーションの例を作成す
る (p. 364)」を参照してください。
この例をセットアップして実行するには、まず次のタスクを完了する必要があります。
• これらのノードを実行するようにプロジェクト環境をセットアップするTypeScript例を挙げて、必要な
ものをインストールします。AWS SDK for JavaScriptサードパーティー製モジュールもあります。「」
の指示に従います。 GitHub。
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• ユーザーの認証情報を使用して、共有設定ファイルを作成します。認証情報 JSON ファイルの提供方法
の詳細については、「共有認証情報ファイルから Node.js に認証情報をロードします (p. 32)」を参照し
てください。

Important
この例では、ECMAScript6 (ES6) を使用しています。これには Node.js バージョン 13.x 以上が必
要です。最新バージョンの Node.js をダウンロードしてインストールするには、「」を参照して
ください。Node.js をダウンロードします。。
ただし、CommonJS 構文を使用したい場合は、JavaScript ES6/CommonJS 構文 (p. 58)

の作成AWSリソース
このトピックは、を作成するためのチュートリアルの一部です。AWSを使用してメッセージを送信お
よび取得するアプリケーションAWS SDK for JavaScriptAmazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
と、このチュートリアルを最初から開始する場合は、「メッセージングアプリケーションの例を作成す
る (p. 364)」を参照してください。
このチュートリアルでは、以下のリソースが必要です。
• Amazon SQS のアクセス許可を持つ、認証されていない IAM ロール。
• という名前のFIFO Amazon SQS キューMessage.FIFO-キューの作成の詳細については、「」を参照し
てください。Amazon SQS キューの作成。
このリソースは手動で作成できますが、これらのリソースはAWS CloudFormation(AWS CloudFormation)
このチュートリアルの説明を参照してください。

Note
-AWS CloudFormationは、クラウドアプリケーションリソースを定義できるソフトウェア開発フ
レームワークです。詳細については、『AWS CloudFormation デベロッパーガイド』を参照して
ください。

の作成AWSを使用したリソースAWS CloudFormation
AWS CloudFormation は、計画に従い、繰り返し AWS インフラストラクチャデプロイを作成し、プ
ロビジョニングします。の詳細AWS CloudFormationについては、「」を参照してください。AWS
CloudFormation開発者ガイド。。
を作成するにはAWS CloudFormationを使用したスタックAWS CLI:
1.

のインストールと設定AWS CLI「」の指示に従って、AWS CLIユーザーガイド。

2.

という名前のファイルを作成します。setup.yamlプロジェクトフォルダのルートディレクトリで、
コンテンツをコピーします。ここ:GitHubそれに。

Note
-AWS CloudFormationテンプレートは、AWS CDK使用可能ですここ:GitHub。AWS CDK の
詳細については、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) デベロッパーガイドを参照してく
ださい。
3.

次のコマンドをコマンドラインから、次のコマンドを実行します。STACK_NAMEスタックの一意の名
前を指定します。

Important
スタック名は、内で一意である必要があります。AWS地域とAWSアカウント. 最大 128 文字
で、数字とハイフンを使用できます。
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aws cloudformation create-stack --stack-name STACK_NAME --template-body file://
setup.yaml --capabilities CAPABILITY_IAM

の詳細については、create-stackコマンドパラメータについては、を参照してください。AWS CLI
コマンドリファレンスガイドであり、AWS CloudFormationユーザーガイド。
作成されたリソースを表示するには、AWS CloudFormationのAWS管理コンソールで、スタックを選
択し、リソースタブ。

についてAWSメッセージングアプリケーション
このトピックは、を作成するためのチュートリアルの一部です。AWSを使用してメッセージを送信お
よび取得するアプリケーションAWS SDK for JavaScriptAmazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
と、このチュートリアルを最初から開始する場合は、「メッセージングアプリケーションの例を作成す
る (p. 364)」を参照してください。
SQS キューにメッセージを送信するには、アプリケーションにメッセージを入力し、[送信（Send）] を選
択します。
メッセージが送信されると、アプリケーションはそのメッセージを表示します。
以下を選択することができます。パージから Amazon SQS キューからのメッセージをパージします。これ
により、キューが空になり、アプリケーションにはメッセージが表示されません。
次に、アプリケーションがメッセージをどのように処理するかを説明します。
• ユーザは自分の名前を選択してメッセージを入力し、メッセージを送信します。これによ
り、pushMessagefunction.
• pushMessageは Amazon SQS キュー URL を取得し、一意のメッセージ ID 値 (GUID) とメッセージテ
キスト、およびユーザーを Amazon SQS キューに送信します。
• pushMessageは、Amazon SQS キューからメッセージを取得し、各メッセージのユーザーとメッセー
ジを抽出し、メッセージを表示します。
• ユーザーはメッセージをパージできます。これにより、Amazon SQS キューとユーザーインターフェイ
スからメッセージを削除できます。

HTML ページを作成する
このトピックは、を作成するためのチュートリアルの一部です。AWSを使用してメッセージを送信お
よび取得するアプリケーションAWS SDK for JavaScriptAmazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
と、このチュートリアルを最初から開始する場合は、「メッセージングアプリケーションの例を作成す
る (p. 364)」を参照してください。
次に、アプリケーションのグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) に必要な HTML ファイルを作
成します。index.html という名前のファイルを作成します。以下のコードをにコピーして貼り付けま
す。index.html。この HTML リファレンスmain.js。これは index.js のバンドルバージョンで、必要な
ものが含まれています。AWS SDK for JavaScriptモジュール。
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org" xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/thymeleafextras-springsecurity3">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
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<link rel="icon" href="./images/favicon.ico" />
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/
bootstrap.min.css"/>
<link rel="stylesheet" href="./css/styles.css"/>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.min.js"></script>
<script src="./js/main.js"></script>
<style>
.messageelement {
margin: auto;
border: 2px solid #dedede;
background-color: #D7D1D0 ;
border-radius: 5px;
max-width: 800px;
padding: 10px;
margin: 10px 0;
}
.messageelement::after {
content: "";
clear: both;
display: table;
}
.messageelement img {
float: left;
max-width: 60px;
width: 100%;
margin-right: 20px;
border-radius: 50%;
}
.messageelement img.right {
float: right;
margin-left: 20px;
margin-right:0;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<h2>AWS Sample Messaging Application</h2>
<div id="messages">
</div>
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<span class="input-group-text" id="basic-addon1">Sender:</span>
</div>
<select name="cars" id="username">
<option value="Scott">Brian</option>
<option value="Tricia">Tricia</option>
</select>
</div>
<div class="input-group">
<div class="input-group-prepend">
<span class="input-group-text">Message:</span>
</div>
<textarea class="form-control" id="textarea" aria-label="With textarea"></textarea>
<button type="button" onclick="pushMessage()" id="send" class="btn btnsuccess">Send</button>
<button type="button" onclick="purge()" id="refresh" class="btn btnsuccess">Purge</button>
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</div>
<!-- All of these child items are hidden and only displayed in a FancyBox
------------------------------------------------------>
<div id="hide" style="display: none">
<div id="base" class="messageelement">
<img src="../public/images/av2.png" alt="Avatar" class="right"
style="width:100%;">
<p id="text">Excellent! So, what do you want to do today?</p>
<span class="time-right">11:02</span>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

このコードも利用できます。ここ:GitHub。

ブラウザスクリプトの作成
このトピックは、AWSを使用してメッセージを送信および取得するアプリケーションAWS SDK for
JavaScriptAmazon Simple Queue Service (Amazon SQS) と、このチュートリアルを最初から開始する場
合は、「メッセージングアプリケーションの例を作成する (p. 364)」を参照してください。
このトピックでは、アプリのブラウザースクリプトを作成します。ブラウザースクリプトを作成したら、
それをというファイルにバンドルします。main.jsで説明しています。バンドルJavaScript (p. 372)。
index.js という名前のファイルを作成します。からコードをコピーして貼り付けます。ここ:GitHubそれ
に。
このコードについては、次のセクションで説明します。
1.

設定 (p. 368)

2.
3.
4.

populateChat (p. 369)
プッシュメッセージ (p. 370)
パージ (p. 371)

設定
まず、を作成します。libsディレクトリという名前のファイルを作成して、必要な Amazon SQS クライ
アントオブジェクトを作成します。sqsClient.js。置換##そしてIDENTITY_POOL_IDそれぞれの。

Note
で作成した Amazon Cognito ID プールの ID を使用します。の作成AWSリソース (p. 365)。
import { CognitoIdentityClient } from "@aws-sdk/client-cognito-identity";
import { fromCognitoIdentityPool } from "@aws-sdk/credential-provider-cognito-identity";
import {SQSClient} from "@aws-sdk/client-sqs"'
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
const IdentityPoolId = "IDENTITY_POOL_ID";
const sqsClient = new SQSClient({
region: REGION,
credentials: fromCognitoIdentityPool({
client: new CognitoIdentityClient({ region: REGION }),
identityPoolId: IdentityPoolId
}),
});
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左index.jsで、必要なものをインポートしますAWS SDK for JavaScriptモジュールとコマンド。置
換SQS_QUEUE_NAMEで作成した Amazon SQS キューの名前での作成AWSリソース (p. 365)。

import {
GetQueueUrlCommand,
SendMessageCommand,
ReceiveMessageCommand,
PurgeQueueCommand,
} from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
const QueueName = "SQS_QUEUE_NAME"; // The Amazon SQS queue name, which must end in .fifo
for this example.

populateChat
-populateChat関数 onload は、Amazon SQS キューの URL を自動的に取得し、キュー内のすべての
メッセージを取得して表示します。
$(function () {
populateChat();
});
const populateChat = async () => {
try {
// Set the Amazon SQS Queue parameters.
const queueParams = {
QueueName: QueueName,
Attributes: {
DelaySeconds: "60",
MessageRetentionPeriod: "86400",
},
};
// Get the Amazon SQS Queue URL.
const data = await sqsClient.send(new GetQueueUrlCommand(queueParams));
console.log("Success. The URL of the SQS Queue is: ", data.QueueUrl);
// Set the parameters for retrieving the messages in the Amazon SQS Queue.
var getMessageParams = {
QueueUrl: data.QueueUrl,
MaxNumberOfMessages: 10,
MessageAttributeNames: ["All"],
VisibilityTimeout: 20,
WaitTimeSeconds: 20,
};
try {
// Retrieve the messages from the Amazon SQS Queue.
const data = await sqsClient.send(
new ReceiveMessageCommand(getMessageParams)
);
console.log("Successfully retrieved messages", data.Messages);
// Loop through messages for user and message body.
var i;
for (i = 0; i < data.Messages.length; i++) {
const name = data.Messages[i].MessageAttributes.Name.StringValue;
const body = data.Messages[i].Body;
// Create the HTML for the message.
var userText = body + "<br><br><b>" + name;
var myTextNode = $("#base").clone();
myTextNode.text(userText);
var image_url;
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var n = name.localeCompare("Scott");
if (n == 0) image_url = "./images/av1.png";
else image_url = "./images/av2.png";
var images_div =
'<img src="' +
image_url +
'" alt="Avatar" class="right" style=""width:100%;"">';
myTextNode.html(userText);
myTextNode.append(images_div);
// Add the message to the GUI.
$("#messages").append(myTextNode);

}
} catch (err) {
console.log("Error loading messages: ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error retrieving SQS queue URL: ", err);
}

};

プッシュメッセージ
ユーザは自分の名前を選択してメッセージを入力し、メッセージを送信します。これによ
り、pushMessagefunction.pushMessageは Amazon SQS キュー URL を取得し、一意のメッセージ ID
値 (GUID) とメッセージテキスト、およびユーザーを Amazon SQS キューに送信します。次に、Amazon
SQS キューからすべてのメッセージを取得し、それらを表示します。
const pushMessage = async () => {
// Get and convert user and message input.
var user = $("#username").val();
var message = $("#textarea").val();
// Create random deduplication ID.
var dt = new Date().getTime();
var uuid = "xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx".replace(/[xy]/g, function (
c
) {
var r = (dt + Math.random() * 16) % 16 | 0;
dt = Math.floor(dt / 16);
return (c == "x" ? r : (r & 0x3) | 0x8).toString(16);
});
try {
// Set the Amazon SQS Queue parameters.
const queueParams = {
QueueName: QueueName,
Attributes: {
DelaySeconds: "60",
MessageRetentionPeriod: "86400",
},
};
const data = await sqsClient.send(new GetQueueUrlCommand(queueParams));
console.log("Success. The URL of the SQS Queue is: ", data.QueueUrl);
// Set the parameters for the message.
var messageParams = {
MessageAttributes: {
Name: {
DataType: "String",
StringValue: user,
},
},
MessageBody: message,
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MessageDeduplicationId: uuid,
MessageGroupId: "GroupA",
QueueUrl: data.QueueUrl,
};
const result = await sqsClient.send(new SendMessageCommand(messageParams));
console.log("Success", result.MessageId);
// Set the parameters for retrieving all messages in the SQS queue.
var getMessageParams = {
QueueUrl: data.QueueUrl,
MaxNumberOfMessages: 10,
MessageAttributeNames: ["All"],
VisibilityTimeout: 20,
WaitTimeSeconds: 20,
};
// Retrieve messages from SQS Queue.
const final = await sqsClient.send(
new ReceiveMessageCommand(getMessageParams)
);
console.log("Successfully retrieved", final.Messages);
$("#messages").empty();
// Loop through messages for user and message body.
var i;
for (i = 0; i < final.Messages.length; i++) {
const name = final.Messages[i].MessageAttributes.Name.StringValue;
const body = final.Messages[i].Body;
// Create the HTML for the message.
var userText = body + "<br><br><b>" + name;
var myTextNode = $("#base").clone();
myTextNode.text(userText);
var image_url;
var n = name.localeCompare("Scott");
if (n == 0) image_url = "./images/av1.png";
else image_url = "./images/av2.png";
var images_div =
'<img src="' +
image_url +
'" alt="Avatar" class="right" style=""width:100%;"">';
myTextNode.html(userText);
myTextNode.append(images_div);
// Add the HTML to the GUI.
$("#messages").append(myTextNode);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
// Make the function available to the browser window.
window.pushMessage = pushMessage;

メッセージのパージ
purgeAmazon SQS キューとユーザーインターフェイスからメッセージを削除します。
// Delete the message from the Amazon SQS queue.
const purge = async () => {
try {
// Set the Amazon SQS Queue parameters.
const queueParams = {
QueueName: QueueName,
Attributes: {
DelaySeconds: "60",
MessageRetentionPeriod: "86400",
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},
};
// Get the Amazon SQS Queue URL.
const data = await sqsClient.send(new GetQueueUrlCommand(queueParams));
console.log("Success", data.QueueUrl);
// Delete all the messages in the Amazon SQS Queue.
const result = await sqsClient.send(
new PurgeQueueCommand({ QueueUrl: data.QueueUrl })
);
// Delete all the messages from the GUI.
$("#messages").empty();
console.log("Success. All messages deleted.", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};

// Make the function available to the browser window.
window.purge = purge;

バンドルJavaScript
この完全なブラウザースクリプトコードを使用できますここ:GitHub。。
今webpackを使ってバンドルしてindex.jsそしてAWS SDK for JavaScriptモジュールを 1 つのファイル
に変換します。main.js。
1.

まだの場合は、以下を実行します。前提条件 (p. 364)この例では、webpack をインストールしま
す。

Note
の詳細については、Webpack「」を参照してください。Webpack によるアプリケーションの
バンドル (p. 42)。
2.

コマンドラインで次のコマンドを実行して、JavaScriptこの例では、というファイルに<index.js>:
webpack index.js --mode development --target web --devtool false -o main.js

次のステップ
おめでとうございます。作成してデプロイしたAWSAmazon SQS を使用するメッセージングアプリケー
ション。このチュートリアルの冒頭で説明したように、このチュートリアルを進めながら、作成した
リソースをすべて終了して、そのリソースに対する課金がなくなるようにしてください。これを行うに
は、AWS CloudFormationで作成したスタックの作成AWSリソース (p. 365)このチュートリアルのト
ピックは次のとおりです。
1.

を開くAWS CloudFormationのAWSマネジメントコンソール。

2.
3.

を開くスタックページで、スタックを選択します。
[Delete] (削除) を選択します。

詳細はこちらAWSクロスサービスの例、「」を参照してください。AWS SDK for JavaScriptクロスサービ
スの例。
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JavaScript V3 用の SDK コード例
このトピックのコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 をで使用する方法を示していますAWS。
「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
• SDK for JavaScript V3 を使用するアクションとシナリオ (p. 373)
• JavaScript V3 用 SDK を使用したクロスサービスの例 (p. 639)

SDK for JavaScript V3 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 JavaScript V3 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
• CloudWatch JavaScript V3 用の SDK の使用例 (p. 374)
• CloudWatch JavaScript V3 用 SDK を使用したイベントの例 (p. 385)
• CloudWatch JavaScript V3 用 SDK を使用したログの例 (p. 390)
• JavaScript V3 用 SDK を使用した Amazon Cognito アイデンティティプロバイダーの例 (p. 395)
• JavaScript V3 用 SDK を使用した DynamoDB の例 (p. 407)
• EventBridge JavaScript V3 用の SDK の使用例 (p. 462)
• AWS Glue JavaScript V3 用の SDK の使用例 (p. 466)
• JavaScript V3 用の SDK を使用した IAM の例 (p. 482)
•
•
•
•

JavaScript V3 用 SDK を使用したLambda 例 (p. 526)
JavaScript V3 用 SDK を使用した Amazon Personalize 例 (p. 532)
JavaScript V3 用 SDK を使用した Amazon Personalize イベントの例 (p. 545)
JavaScript V3 用 SDK を使用した Amazon Personalize ランタイムの例 (p. 547)

•
•
•
•
•

JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon Pinpoint 例 (p. 549)
JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon Redshift の例 (p. 556)
JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon S3 の例 (p. 559)
JavaScript V3 用 SDK を使用した S3 グレイシャーの例 (p. 585)
JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon SES の例 (p. 588)

• JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon SNS の例 (p. 602)
• JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon SQS の例 (p. 615)
• AWS STS JavaScript V3 用の SDK の使用例 (p. 631)
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• JavaScript V3 用 SDK を使用した Amazon Transcribe の例 (p. 633)

CloudWatch JavaScript V3 用の SDK の使用例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 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 CloudWatch。
「アクション」は、 CloudWatch 個々の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、 CloudWatch 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. 374)

アクション
メトリクスをモニタリングするアラームを作成する
次のコード例は、メトリクスを監視する Amazon CloudWatch アラームを作成する方法を示しています。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutMetricAlarmCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
AlarmName: "Web_Server_CPU_Utilization",
ComparisonOperator: "GreaterThanThreshold",
EvaluationPeriods: 1,
MetricName: "CPUUtilization",
Namespace: "AWS/EC2",
Period: 60,
Statistic: "Average",
Threshold: 70.0,
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ActionsEnabled: false,
AlarmDescription: "Alarm when server CPU exceeds 70%",
Dimensions: [
{
Name: "InstanceId",
Value: "INSTANCE_ID",
},
],
Unit: "Percent",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new PutMetricAlarmCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutMetricAlarmリファレンスのを参照してくだ
さい。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});
var params = {
AlarmName: 'Web_Server_CPU_Utilization',
ComparisonOperator: 'GreaterThanThreshold',
EvaluationPeriods: 1,
MetricName: 'CPUUtilization',
Namespace: 'AWS/EC2',
Period: 60,
Statistic: 'Average',
Threshold: 70.0,
ActionsEnabled: false,
AlarmDescription: 'Alarm when server CPU exceeds 70%',
Dimensions: [
{
Name: 'InstanceId',
Value: 'INSTANCE_ID'
},
],
Unit: 'Percent'
};
cw.putMetricAlarm(params, function(err, data) {
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if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutMetricAlarm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、Amazon CloudWatch アラームを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteAlarmsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = { AlarmNames: "ALARM_NAME" }; // e.g.,
"Web_Server_CPU_Utilization"
export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new DeleteAlarmsCommand(params));
console.log("Success, alarm deleted; requestID:", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteAlarmsリファレンスのを参照してくだ
さい。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 完全な例を見つけて、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方
法を確認してください。
SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});
var params = {
AlarmNames: ['Web_Server_CPU_Utilization']
};
cw.deleteAlarms(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteAlarms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、メトリクスにある Amazon CloudWatch アラームを記述する方法を示しています。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
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// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeAlarmsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = { StateValue: "INSUFFICIENT_DATA" };
export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new DescribeAlarmsCommand(params));
console.log("Success", data);
data.MetricAlarms.forEach(function (item) {
console.log(item.AlarmName);
});
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DescribeAlarmsForMetricリファレンスのを参
照してください。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});
cw.describeAlarms({StateValue: 'INSUFFICIENT_DATA'}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
// List the names of all current alarms in the console
data.MetricAlarms.forEach(function (item, index, array) {
console.log(item.AlarmName);
});
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DescribeAlarmsForMetric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、Amazon CloudWatch アラームアクションを無効にする方法を示しています。
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SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DisableAlarmActionsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = { AlarmNames: "ALARM_NAME" }; // e.g.,
"Web_Server_CPU_Utilization"
export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new DisableAlarmActionsCommand(params));
console.log("Success, alarm disabled:", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DisableAlarmActionsリファレンスのを参照し
てください。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 完全な例を見つけて、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方
法を確認してください。
SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});
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cw.disableAlarmActions({AlarmNames: ['Web_Server_CPU_Utilization']}, function(err,
data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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、Amazon CloudWatch 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 JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
PutMetricAlarmCommand,
EnableAlarmActionsCommand,
} from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
AlarmName: "ALARM_NAME", //ALARM_NAME
ComparisonOperator: "GreaterThanThreshold",
EvaluationPeriods: 1,
MetricName: "CPUUtilization",
Namespace: "AWS/EC2",
Period: 60,
Statistic: "Average",
Threshold: 70.0,
ActionsEnabled: true,
AlarmActions: ["ACTION_ARN"], //e.g., "arn:aws:automate:us-east-1:ec2:stop"
AlarmDescription: "Alarm when server CPU exceeds 70%",
Dimensions: [
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{

Name: "InstanceId",
Value: "INSTANCE_ID",
},

],
Unit: "Percent",
};

export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new PutMetricAlarmCommand(params));
console.log("Alarm action added; RequestID:", data);
return data;
const paramsEnableAlarmAction = {
AlarmNames: [params.AlarmName],
};
try {
const data = await cwClient.send(
new EnableAlarmActionsCommand(paramsEnableAlarmAction)
);
console.log("Alarm action enabled; RequestID:", data.$metadata.requestId);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
return data;
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI EnableAlarmActionsリファレンスのを参照し
てください。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 完全な例を見つけて、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方
法を確認してください。
SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});
var params = {
AlarmName: 'Web_Server_CPU_Utilization',
ComparisonOperator: 'GreaterThanThreshold',
EvaluationPeriods: 1,
MetricName: 'CPUUtilization',
Namespace: 'AWS/EC2',
Period: 60,
Statistic: 'Average',
Threshold: 70.0,
ActionsEnabled: true,
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AlarmActions: ['ACTION_ARN'],
AlarmDescription: 'Alarm when server CPU exceeds 70%',
Dimensions: [
{
Name: 'InstanceId',
Value: 'INSTANCE_ID'
},
],
Unit: 'Percent'
};
cw.putMetricAlarm(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Alarm action added", data);
var paramsEnableAlarmAction = {
AlarmNames: [params.AlarmName]
};
cw.enableAlarmActions(paramsEnableAlarmAction, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Alarm action enabled", data);
}
});
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI EnableAlarmActions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、Amazon CloudWatch メトリックスを一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ListMetricsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
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import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
Dimensions: [
{
Name: "LogGroupName" /* required */,
},
],
MetricName: "IncomingLogEvents",
Namespace: "AWS/Logs",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new ListMetricsCommand(params));
console.log("Success. Metrics:", JSON.stringify(data.Metrics));
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListMetricsリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});
var params = {
Dimensions: [
{
Name: 'LogGroupName', /* required */
},
],
MetricName: 'IncomingLogEvents',
Namespace: 'AWS/Logs'
};
cw.listMetrics(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Metrics", JSON.stringify(data.Metrics));
}
});
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• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 CloudWatch メトリクスにデータを配置する方法を示しています。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cwClient = new CloudWatchClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutMetricDataCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { cwClient } from "./libs/cloudWatchClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
MetricData: [
{
MetricName: "PAGES_VISITED",
Dimensions: [
{
Name: "UNIQUE_PAGES",
Value: "URLS",
},
],
Unit: "None",
Value: 1.0,
},
],
Namespace: "SITE/TRAFFIC",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwClient.send(new PutMetricDataCommand(params));
console.log("Success", data.$metadata.requestId);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();
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• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutMetricDataリファレンスのを参照してくだ
さい。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});
// Create parameters JSON for putMetricData
var params = {
MetricData: [
{
MetricName: 'PAGES_VISITED',
Dimensions: [
{
Name: 'UNIQUE_PAGES',
Value: 'URLS'
},
],
Unit: 'None',
Value: 1.0
},
],
Namespace: 'SITE/TRAFFIC'
};
cw.putMetricData(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", JSON.stringify(data));
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutMetricDataリファレンスのを参照してくだ
さい。

CloudWatch JavaScript V3 用 SDK を使用したイベン
トの例
次のコード例は、 CloudWatch イベントを使用してAWS SDK for JavaScript V3 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、 CloudWatch 個々のイベント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、 CloudWatch 複数のイベント関数を呼び出して、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. 386)

アクション
Lambda 関数のターゲットを追加します
次のコード例は、Amazon CloudWatch Events イベントへのAWS Lambda関数ターゲットの追加方法を示
しています。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { CloudWatchEventsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cweClient = new CloudWatchEventsClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutTargetsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { cweClient } from "./libs/cloudWatchEventsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
Rule: "DEMO_EVENT",
Targets: [
{
Arn: "LAMBDA_FUNCTION_ARN", //LAMBDA_FUNCTION_ARN
Id: "myCloudWatchEventsTarget",
},
],
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cweClient.send(new PutTargetsCommand(params));
console.log("Success, target added; requestID: ", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
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// run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutTargetsリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatchEvents service object
var cwevents = new AWS.CloudWatchEvents({apiVersion: '2015-10-07'});
var params = {
Rule: 'DEMO_EVENT',
Targets: [
{
Arn: 'LAMBDA_FUNCTION_ARN',
Id: 'myCloudWatchEventsTarget',
}
]
};
cwevents.putTargets(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutTargetsリファレンスのを参照してくださ
い。

スケジュールルールの作成
次のコード例は、Amazon CloudWatch 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 JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { CloudWatchEventsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
// Set the AWS Region.
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const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cweClient = new CloudWatchEventsClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutRuleCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { cweClient } from "./libs/cloudWatchEventsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
Name: "DEMO_EVENT",
RoleArn: "IAM_ROLE_ARN", //IAM_ROLE_ARN
ScheduleExpression: "rate(5 minutes)",
State: "ENABLED",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cweClient.send(new PutRuleCommand(params));
console.log("Success, scheduled rule created; Rule ARN:", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutRuleリファレンスのを参照してください。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatchEvents service object
var cwevents = new AWS.CloudWatchEvents({apiVersion: '2015-10-07'});
var params = {
Name: 'DEMO_EVENT',
RoleArn: 'IAM_ROLE_ARN',
ScheduleExpression: 'rate(5 minutes)',
State: 'ENABLED'
};
cwevents.putRule(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.RuleArn);
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}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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、Amazon CloudWatch Events イベントを送信する方法を示しています。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchEventsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch service client object.
export const cweClient = new CloudWatchEventsClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { PutEventsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { cweClient } from "./libs/cloudWatchEventsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
Entries: [
{
Detail: '{ "key1": "value1", "key2": "value2" }',
DetailType: "appRequestSubmitted",
Resources: [
"RESOURCE_ARN", //RESOURCE_ARN
],
Source: "com.company.app",
},
],
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cweClient.send(new PutEventsCommand(params));
console.log("Success, event sent; requestID:", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();
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• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutEventsリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatchEvents service object
var cwevents = new AWS.CloudWatchEvents({apiVersion: '2015-10-07'});
var params = {
Entries: [
{
Detail: '{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }',
DetailType: 'appRequestSubmitted',
Resources: [
'RESOURCE_ARN',
],
Source: 'com.company.app'
}
]
};
cwevents.putEvents(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Entries);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutEventsリファレンスのを参照してくださ
い。

CloudWatch JavaScript V3 用 SDK を使用したログの
例
次のコード例は、 CloudWatch ログを使用してAWS SDK for JavaScript V3 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、 CloudWatch 個々のLog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、 CloudWatch 複数のログ関数を呼び出して、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. 391)

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、Amazon CloudWatch 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 JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { CloudWatchLogsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch Logs service client object.
export const cwlClient = new CloudWatchLogsClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
PutSubscriptionFilterCommand,
} from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { cwlClient } from "./libs/cloudWatchLogsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
destinationArn: "LAMBDA_FUNCTION_ARN", //LAMBDA_FUNCTION_ARN
filterName: "FILTER_NAME", //FILTER_NAME
filterPattern: "ERROR",
logGroupName: "LOG_GROUP", //LOG_GROUP
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwlClient.send(new PutSubscriptionFilterCommand(params));
console.log("Success", data.subscriptionFilters);
return data; //For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutSubscriptionFilterリファレンスのを参照し
てください。
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SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the CloudWatchLogs service object
var cwl = new AWS.CloudWatchLogs({apiVersion: '2014-03-28'});
var params = {
destinationArn: 'LAMBDA_FUNCTION_ARN',
filterName: 'FILTER_NAME',
filterPattern: 'ERROR',
logGroupName: 'LOG_GROUP',
};
cwl.putSubscriptionFilter(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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、Amazon CloudWatch 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 JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { CloudWatchLogsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch Logs service client object.
export const cwlClient = new CloudWatchLogsClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
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import {
DeleteSubscriptionFilterCommand
} from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { cwlClient } from "./libs/cloudWatchLogsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
filterName: "FILTER", //FILTER
logGroupName: "LOG_GROUP", //LOG_GROUP
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwlClient.send(
new DeleteSubscriptionFilterCommand(params)
);
console.log(
"Success, subscription filter deleted",
data
);
return data; //For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteSubscriptionFilterリファレンスのを参照
してください。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the CloudWatchLogs service object
var cwl = new AWS.CloudWatchLogs({apiVersion: '2014-03-28'});
var params = {
filterName: 'FILTER',
logGroupName: 'LOG_GROUP'
};
cwl.deleteSubscriptionFilter(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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、Amazon CloudWatch 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。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { CloudWatchLogsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon CloudWatch Logs service client object.
export const cwlClient = new CloudWatchLogsClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeSubscriptionFiltersCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { cwlClient } from "./libs/cloudWatchLogsClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
logGroupName: "GROUP_NAME", //GROUP_NAME
limit: 5
};
export const run = async () => {
try {
const data = await cwlClient.send(
new DescribeSubscriptionFiltersCommand(params)
);
console.log("Success", data.subscriptionFilters);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DescribeSubscriptionFiltersリファレンスのを
参照してください。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the CloudWatchLogs service object
var cwl = new AWS.CloudWatchLogs({apiVersion: '2014-03-28'});
var params = {
logGroupName: 'GROUP_NAME',
limit: 5
};
cwl.describeSubscriptionFilters(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.subscriptionFilters);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DescribeSubscriptionFiltersリファレンスのを
参照してください。

JavaScript V3 用 SDK を使用した Amazon Cognito ア
イデンティティプロバイダーの例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 と Amazon Cognito ID Provider 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Amazon Cognito ID プロバイダー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、複数の Amazon Cognito ID Provider 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. 395)
• シナリオ (p. 401)

アクション
ユーザーを確認
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 JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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const confirmSignUp = async ({ clientId, username, code }) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new ConfirmSignUpCommand({
ClientId: clientId,
Username: username,
ConfirmationCode: code,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ConfirmSignUpリファレンスのを参照してくだ
さい。

トラッキング用の MFA デバイスを確認する
次のコード例は、Amazon Cognito によるトラッキング対象の MFA デバイスを確認する方法を示していま
す。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const confirmDevice = async ({ deviceKey, accessToken, passwordVerifier, salt }) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new ConfirmDeviceCommand({
DeviceKey: deviceKey,
AccessToken: accessToken,
DeviceSecretVerifierConfig: {
PasswordVerifier: passwordVerifier,
Salt: salt
},
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ConfirmDevice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ための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ためのトークンを取得
する方法を示しています。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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const associateSoftwareToken = async (session) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new AssociateSoftwareTokenCommand({
Session: session,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const adminGetUser = async ({ userPoolId, username }) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new AdminGetUserCommand({
UserPoolId: userPoolId,
Username: username,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const listUsers = async ({ userPoolId }) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new ListUsersCommand({
UserPoolId: userPoolId,
});
return client.send(command);
};
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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
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 JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const resendConfirmationCode = async ({ clientId, username }) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new ResendConfirmationCodeCommand({
ClientId: clientId,
Username: username
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ResendConfirmationCodeリファレンスのを参
照してください。

SRP 認証に関する課題への対応
次のコード例は、Amazon Cognito SRP 認証チャレンジに対応する方法を示しています。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const respondToAuthChallenge = async ({
clientId,
username,
session,
userPoolId,
code,
}) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new RespondToAuthChallengeCommand({
ChallengeName: ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA,
ChallengeResponses: {
SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE: code,
USERNAME: username,
},
ClientId: clientId,
UserPoolId: userPoolId,

398

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
Amazon Cognito Identity Provider
Session: session,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI RespondToAuthChallengeリファレンスのを参
照してください。

認証チャレンジへの対応
次のコード例は、Amazon Cognito 認証チャレンジに対応する方法を示しています。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const adminRespondToAuthChallenge = async ({
userPoolId,
clientId,
username,
totp,
session,
}) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new AdminRespondToAuthChallengeCommand({
ChallengeName: ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA,
ChallengeResponses: {
SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE: totp,
USERNAME: username,
},
ClientId: clientId,
UserPoolId: userPoolId,
Session: session,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI AdminRespondToAuthChallengeリファレンス
のを参照してください。

ユーザーを登録する
次のコード例は、Amazon Cognito でユーザーをサインアップする方法を示しています。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const signUp = async ({ clientId, username, password, email }) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
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const command = new SignUpCommand({
ClientId: clientId,
Username: username,
Password: password,
UserAttributes: [{ Name: "email", Value: email }],
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI SignUpリファレンスのを参照してください。

追跡対象デバイスで認証を開始する
次のコード例は、Amazon Cognito によって追跡されているデバイスから認証を開始する方法を示してい
ます。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const initiateAuth = async ({ username, password, clientId }) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new InitiateAuthCommand({
AuthFlow: AuthFlowType.USER_PASSWORD_AUTH,
AuthParameters: {
USERNAME: username,
PASSWORD: password,
},
ClientId: clientId,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI InitiateAuthリファレンスのを参照してくださ
い。

管理者認証情報で認証を開始
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 JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const adminInitiateAuth = async ({
clientId,
userPoolId,
username,
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password,
}) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new AdminInitiateAuthCommand({
ClientId: clientId,
UserPoolId: userPoolId,
AuthFlow: AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH,
AuthParameters: { USERNAME: username, PASSWORD: password },
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI AdminInitiateAuth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と検証する
次のコード例は、Amazon Cognito ユーザーによる 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 JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const verifySoftwareToken = async (totp) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
// The 'Session' is provided in the response to 'AssociateSoftwareToken'.
const session = process.env.SESSION;
if (!session) {
throw new Error(
"Missing a valid Session. Did you run 'admin-initiate-auth'?"
);
}
const command = new VerifySoftwareTokenCommand({
Session: session,
UserCode: totp,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI VerifySoftwareTokenリファレンスのを参照し
てください。

シナリオ
MFA を必要とするユーザープールを使用してユーザーを登録する
次のコードの例は以下の方法を示しています。
• ユーザー名、パスワード、メールアドレスでユーザーを登録します。
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• 電子メールで送信されたコードで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ることで、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 JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
最適な操作性を得るには、 GitHub リポジトリのクローンを作成してこの例を実行してください。次
のコードは、サンプルアプリケーション全体のサンプルです。
import
import
import
import

{
{
{
{

log } from "../../../../libs/utils/util-log.js";
signUp } from "../../../actions/sign-up.js";
FILE_USER_POOLS } from "./constants.js";
getSecondValuesFromEntries } from "../../../../libs/utils/util-csv.js";

const validateClient = (clientId) => {
if (!clientId) {
throw new Error(
`App client id is missing. Did you run 'create-user-pool'?`
);
}
};
const validateUser = (username, password, email) => {
if (!(username && password && email)) {
throw new Error(
`Username, password, and email must be provided as arguments to the 'sign-up'
command.`
);
}
};
const signUpHandler = async (commands) => {
const [_, username, password, email] = commands;
try {
validateUser(username, password, email);
const clientId = getSecondValuesFromEntries(FILE_USER_POOLS)[0];
validateClient(clientId);
log(`Signing up.`);
await signUp({ clientId, username, password, email });
log(`Signed up. An confirmation email has been sent to: ${email}.`);
log(`Run 'confirm-sign-up ${username} <code>' to confirm your account.`);
} catch (err) {
log(err);
}
};
export { signUpHandler };
const signUp = async ({ clientId, username, password, email }) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new SignUpCommand({
ClientId: clientId,
Username: username,
Password: password,
UserAttributes: [{ Name: "email", Value: email }],
});
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return client.send(command);
};
import
import
import
import

{
{
{
{

log } from "../../../../libs/utils/util-log.js";
confirmSignUp } from "../../../actions/confirm-sign-up.js";
FILE_USER_POOLS } from "./constants.js";
getSecondValuesFromEntries } from "../../../../libs/utils/util-csv.js";

const validateClient = (clientId) => {
if (!clientId) {
throw new Error(
`App client id is missing. Did you run 'create-user-pool'?`
);
}
};
const validateUser = (username) => {
if (!username) {
throw new Error(
`Username name is missing. It must be provided as an argument to the 'confirmsign-up' command.`
);
}
};
const validateCode = (code) => {
if (!code) {
throw new Error(
`Verification code is missing. It must be provided as an argument to the
'confirm-sign-up' command.`
);
}
};
const confirmSignUpHandler = async (commands) => {
const [_, username, code] = commands;
try {
validateUser(username);
validateCode(code);
const clientId = getSecondValuesFromEntries(FILE_USER_POOLS)[0];
validateClient(clientId);
log(`Confirming user.`);
await confirmSignUp({ clientId, username, code });
log(
`User confirmed. Run 'admin-initiate-auth ${username} <password>' to sign in.`
);
} catch (err) {
log(err);
}
};
export { confirmSignUpHandler };
const confirmSignUp = async ({ clientId, username, code }) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new ConfirmSignUpCommand({
ClientId: clientId,
Username: username,
ConfirmationCode: code,
});
return client.send(command);
};
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import
import
import
import
import
import

qrcode from "qrcode-terminal";
{ log } from "../../../../libs/utils/util-log.js";
{ adminInitiateAuth } from "../../../actions/admin-initiate-auth.js";
{ associateSoftwareToken } from "../../../actions/associate-software-token.js";
{ FILE_USER_POOLS } from "./constants.js";
{ getFirstEntry } from "../../../../libs/utils/util-csv.js";

const handleMfaSetup = async (session, username) => {
const { SecretCode, Session } = await associateSoftwareToken(session);
// Store the Session for use with 'VerifySoftwareToken'.
process.env.SESSION = Session;
console.log(
"Scan this code in your preferred authenticator app, then run 'verify-softwaretoken' to finish the setup."
);
qrcode.generate(
`otpauth://totp/${username}?secret=${SecretCode}`,
{ small: true },
console.log
);
};
const handleSoftwareTokenMfa = (session) => {
// Store the Session for use with 'AdminRespondToAuthChallenge'.
process.env.SESSION = session;
};
const validateClient = (id) => {
if (!id) {
throw new Error(
`User pool client id is missing. Did you run 'create-user-pool'?`
);
}
};
const validateId = (id) => {
if (!id) {
throw new Error(`User pool id is missing. Did you run 'create-user-pool'?`);
}
};
const validateUser = (username, password) => {
if (!(username && password)) {
throw new Error(
`Username and password must be provided as arguments to the 'admin-initiate-auth'
command.`
);
}
};
const adminInitiateAuthHandler = async (commands) => {
const [_, username, password] = commands;
try {
validateUser(username, password);
const [userPoolId, clientId] = getFirstEntry(FILE_USER_POOLS);
validateId(userPoolId);
validateClient(clientId);
log("Signing in.");
const { ChallengeName, Session } = await adminInitiateAuth({
clientId,
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userPoolId,
username,
password,
});
if (ChallengeName === "MFA_SETUP") {
log("MFA setup is required.");
return handleMfaSetup(Session, username);
}
if (ChallengeName === "SOFTWARE_TOKEN_MFA") {
handleSoftwareTokenMfa(Session);
log(`Run 'admin-respond-to-auth-challenge ${username} <totp>'`);
}
} catch (err) {
log(err);
}
};
export { adminInitiateAuthHandler };
const adminInitiateAuth = async ({
clientId,
userPoolId,
username,
password,
}) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new AdminInitiateAuthCommand({
ClientId: clientId,
UserPoolId: userPoolId,
AuthFlow: AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH,
AuthParameters: { USERNAME: username, PASSWORD: password },
});
return client.send(command);
};
import { log } from "../../../../libs/utils/util-log.js";
import { adminRespondToAuthChallenge } from "../../../actions/admin-respond-to-authchallenge.js";
import { getFirstEntry } from "../../../../libs/utils/util-csv.js";
import { FILE_USER_POOLS } from "./constants.js";
const verifyUsername = (username) => {
if (!username) {
throw new Error(
`Username is missing. It must be provided as an argument to the 'admin-respondto-auth-challenge' command.`
);
}
};
const verifyTotp = (totp) => {
if (!totp) {
throw new Error(
`Time-based one-time password (TOTP) is missing. It must be provided as an
argument to the 'admin-respond-to-auth-challenge' command.`
);
}
};
const storeAccessToken = (token) => {
process.env.AccessToken = token;
};
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const adminRespondToAuthChallengeHandler = async (commands) => {
const [_, username, totp] = commands;
try {
verifyUsername(username);
verifyTotp(totp);
const [userPoolId, clientId] = getFirstEntry(FILE_USER_POOLS);
const session = process.env.SESSION;
const { AuthenticationResult } = await adminRespondToAuthChallenge({
clientId,
userPoolId,
username,
totp,
session,
});
storeAccessToken(AuthenticationResult.AccessToken);
log("Successfully authenticated.");
} catch (err) {
log(err);
}
};
export { adminRespondToAuthChallengeHandler };
const respondToAuthChallenge = async ({
clientId,
username,
session,
userPoolId,
code,
}) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
const command = new RespondToAuthChallengeCommand({
ChallengeName: ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA,
ChallengeResponses: {
SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE: code,
USERNAME: username,
},
ClientId: clientId,
UserPoolId: userPoolId,
Session: session,
});
return client.send(command);
};
import { log } from "../../../../libs/utils/util-log.js";
import { verifySoftwareToken } from "../../../actions/verify-software-token.js";
const validateTotp = (totp) => {
if (!totp) {
throw new Error(
`Time-based one-time password (TOTP) must be provided to the 'validate-softwaretoken' command.`
);
}
};
const verifySoftwareTokenHandler = async (commands) => {
const [_, totp] = commands;
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try {
validateTotp(totp);
log("Verifying TOTP.");
await verifySoftwareToken(totp);
log("TOTP Verified. Run 'admin-initiate-auth' again to sign-in.");
} catch (err) {
console.log(err);
}
};
export { verifySoftwareTokenHandler };
const verifySoftwareToken = async (totp) => {
const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient);
// The 'Session' is provided in the response to 'AssociateSoftwareToken'.
const session = process.env.SESSION;
if (!session) {
throw new Error(
"Missing a valid Session. Did you run 'admin-initiate-auth'?"
);
}
const command = new VerifySoftwareTokenCommand({
Session: session,
UserCode: totp,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• AdminGetUser
• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge
• AssociateSoftwareToken
• ConfirmDevice
• ConfirmSignUp
• InitiateAuth
• ListUsers
• ResendConfirmationCode
• RespondToAuthChallenge
• SignUp
• VerifySoftwareToken

JavaScript V3 用 SDK を使用した DynamoDB の例
次のコード例は、DynamoDB でAWS SDK for JavaScript V3 を使用して、アクションを実行する方法を示
しています。
「アクション」は、個々の DynamoDB 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、複数の DynamoDB 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。
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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. 408)
• シナリオ (p. 443)

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。
SDK for JavaScript Go V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

テーブルを作成します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: "Season", //ATTRIBUTE_NAME_1
AttributeType: "N", //ATTRIBUTE_TYPE
},
{
AttributeName: "Episode", //ATTRIBUTE_NAME_2
AttributeType: "N", //ATTRIBUTE_TYPE
},
],
KeySchema: [
{
AttributeName: "Season", //ATTRIBUTE_NAME_1
KeyType: "HASH",
},
{
AttributeName: "Episode", //ATTRIBUTE_NAME_2
KeyType: "RANGE",
},
],
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ProvisionedThroughput: {
ReadCapacityUnits: 1,
WriteCapacityUnits: 1,
},
TableName: "TEST_TABLE", //TABLE_NAME
StreamSpecification: {
StreamEnabled: false,
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new CreateTableCommand(params));
console.log("Table Created", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateTableリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript Go V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: 'CUSTOMER_ID',
AttributeType: 'N'
},
{
AttributeName: 'CUSTOMER_NAME',
AttributeType: 'S'
}
],
KeySchema: [
{
AttributeName: 'CUSTOMER_ID',
KeyType: 'HASH'
},
{
AttributeName: 'CUSTOMER_NAME',
KeyType: 'RANGE'
}
],
ProvisionedThroughput: {
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ReadCapacityUnits: 1,
WriteCapacityUnits: 1

},
TableName: 'CUSTOMER_LIST',
StreamSpecification: {
StreamEnabled: false
}
};
// Call DynamoDB to create the table
ddb.createTable(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Table Created", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DEFAULT_REGION } from "../../../../libs/utils/util-aws-sdk.js";
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: DEFAULT_REGION });

テーブルを削除します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
TableName: "CUSTOMER_LIST_NEW",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new DeleteTableCommand(params));
console.log("Success, table deleted", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
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}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteTableリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: process.argv[2]
};
// Call DynamoDB to delete the specified table
ddb.deleteTable(params, function(err, data) {
if (err && err.code === 'ResourceNotFoundException') {
console.log("Error: Table not found");
} else if (err && err.code === 'ResourceInUseException') {
console.log("Error: Table in use");
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DEFAULT_REGION } from "../../../../libs/utils/util-aws-sdk.js";
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// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: DEFAULT_REGION });

ドキュメントクライアントを作成します。

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: true, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, {
marshallOptions,
unmarshallOptions,
});
export { ddbDocClient };

DynamoDB ドキュメントクライアントを使用して、テーブルから項目を削除します。

import { DeleteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Key: {
primaryKey: "VALUE_1",
sortKey: "VALUE_2",
},
};
export const deleteItem = async () => {
try {
await ddbDocClient.send(new DeleteCommand(params));
console.log("Success - item deleted");
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
deleteItem();

PartiQL を使用してテーブルから項目を削除します。
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// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const tableName = process.argv[2];
const movieYear1 = process.argv[3];
const movieTitle1 = process.argv[4];
export const run = async (tableName, movieYear1, movieTitle1) => {
const params = {
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item deleted.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1);

PartiQL を使用してバッチごとにテーブルから項目を削除します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
try {
const params = {
Statements: [
{
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where
Parameters: [{ N: movieYear1 }, { S: movieTitle1
},
{
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where
Parameters: [{ N: movieYear2 }, { S: movieTitle2
},
],
};
const data = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items deleted.", data);
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
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}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteItemリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
テーブルから項目を削除します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'TABLE',
Key: {
'KEY_NAME': {N: 'VALUE'}
}
};
// Call DynamoDB to delete the item from the table
ddb.deleteItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

DynamoDB ドキュメントクライアントを使用して、テーブルから項目を削除します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
Key: {
'HASH_KEY': VALUE
},
TableName: 'TABLE'
};
docClient.delete(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
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} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteItemリファレンスのを参照してくださ
い。

項目のバッチを取得する
次のコード例は、DynamoDB 項目のバッチを取得する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

項目を取得します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { BatchGetItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
RequestItems: {
TABLE_NAME: {
Keys: [
{
KEY_NAME_1: { N: "KEY_VALUE" },
KEY_NAME_2: { N: "KEY_VALUE" },
KEY_NAME_3: { N: "KEY_VALUE" },
},
],
ProjectionExpression: "ATTRIBUTE_NAME",
},
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new BatchGetItemCommand(params));
console.log("Success, items retrieved", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
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};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI BatchGetItemリファレンスのを参照してくだ
さい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
RequestItems: {
'TABLE_NAME': {
Keys: [
{'KEY_NAME': {N: 'KEY_VALUE_1'}},
{'KEY_NAME': {N: 'KEY_VALUE_2'}},
{'KEY_NAME': {N: 'KEY_VALUE_3'}}
],
ProjectionExpression: 'KEY_NAME, ATTRIBUTE'
}
}
};
ddb.batchGetItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
data.Responses.TABLE_NAME.forEach(function(element, index, array) {
console.log(element);
});
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI BatchGetItem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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DEFAULT_REGION } from "../../../../libs/utils/util-aws-sdk.js";
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: DEFAULT_REGION });

DynamoDB ドキュメントクライアントを作成します。
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: true, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, {
marshallOptions,
unmarshallOptions,
});
export { ddbDocClient };

テーブルから項目を取得します。
import { GetCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Key: {
primaryKey: "VALUE_1",
sortKey: "VALUE_2",
},
};
export const getItem = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new GetCommand(params));
console.log("Success :", data.Item);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
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getItem();

PartiQL を使用してテーブルから項目を取得します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient";
const tableName = process.argv[2];
const movieTitle1 = process.argv[3];
export const run = async (tableName, movieTitle1) => {
const params = {
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }],
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
for (let i = 0; i < data.Items.length; i++) {
console.log(
"Success. The query return the following data. Item " + i,
data.Items[i].year,
data.Items[i].title,
data.Items[i].info
);
}
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieTitle1);

PartiQL を使用してテーブルからバッチで項目を取得します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
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{

Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],

},
],

};
try {
const data = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
for (let i = 0; i < data.Responses.length; i++) {
console.log(data.Responses[i].Item.year);
console.log(data.Responses[i].Item.title);
}
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetItemリファレンスのを参照してください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
テーブルから項目を取得します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'TABLE',
Key: {
'KEY_NAME': {N: '001'}
},
ProjectionExpression: 'ATTRIBUTE_NAME'
};
// Call DynamoDB to read the item from the table
ddb.getItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Item);
}
});

DynamoDB ドキュメントクライアントを使用して、テーブルから項目を取得します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
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AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'EPISODES_TABLE',
Key: {'KEY_NAME': VALUE}
};
docClient.get(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Item);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

テーブルを記述します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = { TableName: "TABLE_NAME" }; //TABLE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new DescribeTableCommand(params));
console.log("Success", data);
// console.log("Success", data.Table.KeySchema);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
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}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DescribeTableリファレンスのを参照してくだ
さい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: process.argv[2]
};
// Call DynamoDB to retrieve the selected table descriptions
ddb.describeTable(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Table.KeySchema);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
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const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

テーブルを一覧表示します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ListTablesCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new ListTablesCommand({}));
console.log(data);
// console.log(data.TableNames.join("\n"));
return data;
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListTablesリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
// Call DynamoDB to retrieve the list of tables
ddb.listTables({Limit: 10}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err.code);
} else {
console.log("Table names are ", data.TableNames);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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。
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SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DEFAULT_REGION } from "../../../../libs/utils/util-aws-sdk.js";
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: DEFAULT_REGION });

DynamoDB ドキュメントクライアントを作成します。
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: true, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, {
marshallOptions,
unmarshallOptions,
});
export { ddbDocClient };

DynamoDB ドキュメントクライアントを使用して、テーブルに項目を配置します。
import { PutCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
export const putItem = async () => {
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Item: {
primaryKey: "VALUE_1",
sortKey: "VALUE_2",
},
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(new PutCommand(params));
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console.log("Success - item added or updated", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
putItem();

PartiQL を使用してテーブルに項目を配置します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const tableName = process.argv[2];
const movieYear1 = process.argv[3];
const movieTitle1 = process.argv[4];
export const run = async (tableName, movieTitle1, movieYear1) => {
const params = {
Statement: "INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item added.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieTitle1, movieYear1);

PartiQL を使用して、バッチでテーブルに項目を配置します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
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Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],

},
],

};
try {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items added.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutItemリファレンスのを参照してください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
テーブルに項目を配置します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'CUSTOMER_LIST',
Item: {
'CUSTOMER_ID' : {N: '001'},
'CUSTOMER_NAME' : {S: 'Richard Roe'}
}
};
// Call DynamoDB to add the item to the table
ddb.putItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

DynamoDB ドキュメントクライアントを使用して、テーブルに項目を配置します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB document client
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var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'TABLE',
Item: {
'HASHKEY': VALUE,
'ATTRIBUTE_1': 'STRING_VALUE',
'ATTRIBUTE_2': VALUE_2
}
};
docClient.put(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

テーブルに対してクエリを実行します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { QueryCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
KeyConditionExpression: "Season = :s and Episode > :e",
FilterExpression: "contains (Subtitle, :topic)",
ExpressionAttributeValues: {
":s": { N: "1" },
":e": { N: "2" },
":topic": { S: "SubTitle" },
},
ProjectionExpression: "Episode, Title, Subtitle",
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TableName: "EPISODES_TABLE",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new QueryCommand(params));
data.Items.forEach(function (element) {
console.log(element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")");
});
return data;
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run();

DynamoDB ドキュメントクライアントのクライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {ddbClient} from "./ddbClient";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB Document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

DynamoDB ドキュメントクライアントを使用して、テーブルに対してクエリを実行します。
import { QueryCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank", "#y": "year" },
ProjectionExpression: "#r, #y, title",
TableName: "TABLE_NAME",
ExpressionAttributeValues: {
":t": "MOVIE_NAME",
":y": "MOVIE_YEAR",
":r": "MOVIE_RANK",
},
KeyConditionExpression: "title = :t and #y = :y",
FilterExpression: "info.#r = :r",
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};
export const queryTable = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new QueryCommand(params));
for (let i = 0; i < data.Items.length; i++) {
console.log(
"Success. Items with rank of " +
"MOVIE_RANK" +
" include\n" +
"Year = " +
data.Items[i].year +
" Title = " +
data.Items[i].title
);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
queryTable();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「Query」を参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
ExpressionAttributeValues: {
':s': 2,
':e': 9,
':topic': 'PHRASE'
},
KeyConditionExpression: 'Season = :s and Episode > :e',
FilterExpression: 'contains (Subtitle, :topic)',
TableName: 'EPISODES_TABLE'
};
docClient.query(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Items);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「Query」を参照してくださ
い。

PartiQL ステートメントを実行する
次のコード例は、DynamoDB テーブルで PartiQL ステートメントを実行する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "eu-west-1"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

DynamoDB ドキュメントクライアントを作成します。
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

PartiQL を使用して項目を作成します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const tableName = process.argv[2];
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const movieYear1 = process.argv[3];
const movieTitle1 = process.argv[4];
export const run = async (tableName, movieTitle1, movieYear1) => {
const params = {
Statement: "INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item added.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieTitle1, movieYear1);

PartiQL を使用して項目を取得します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient";
const tableName = process.argv[2];
const movieTitle1 = process.argv[3];
export const run = async (tableName, movieTitle1) => {
const params = {
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }],
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
for (let i = 0; i < data.Items.length; i++) {
console.log(
"Success. The query return the following data. Item " + i,
data.Items[i].year,
data.Items[i].title,
data.Items[i].info
);
}
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieTitle1);

PartiQL を使用して項目を更新します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
producer1 = process.argv[5];
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export const run = async (tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1) => {
const params = {
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET Producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer1 }, { S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item updated.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1);

PartiQL を使用して項目を削除します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const tableName = process.argv[2];
const movieYear1 = process.argv[3];
const movieTitle1 = process.argv[4];
export const run = async (tableName, movieYear1, movieTitle1) => {
const params = {
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item deleted.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1);

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ExecuteStatementリファレンスのを参照して
ください。

PartiQL ステートメントのバッチを実行する
次のコード例は、DynamoDB テーブルで PartiQL ステートメントのバッチを実行する方法を示していま
す。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
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import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "eu-west-1"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

DynamoDB ドキュメントクライアントを作成します。

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

PartiQL を使用して項目のバッチを作成します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
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},
{

Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],

},
],

};
try {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items added.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

PartiQL を使用して項目のバッチを取得します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
for (let i = 0; i < data.Responses.length; i++) {
console.log(data.Responses[i].Item.year);
console.log(data.Responses[i].Item.title);
}
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
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};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

PartiQL を使用して項目のバッチを更新します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[6];
movieTitle2 = process.argv[7];
producer1 = process.argv[5];
producer2 = process.argv[8];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer1 }, { S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer2 }, { S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
try {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items updated.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
);

PartiQL を使用して項目のバッチを削除します。
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// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
try {
const params = {
Statements: [
{
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where year=? and title=?",
Parameters: [{ N: movieYear1 }, { S: movieTitle1 }],
},
{
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where year=? and title=?",
Parameters: [{ N: movieYear2 }, { S: movieTitle2 }],
},
],
};
const data = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items deleted.", data);
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI BatchExecuteStatementリファレンスのを参照
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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DEFAULT_REGION } from "../../../../libs/utils/util-aws-sdk.js";
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
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export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: DEFAULT_REGION });

DynamoDB ドキュメントクライアントを作成します。
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: true, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, {
marshallOptions,
unmarshallOptions,
});
export { ddbDocClient };

DynamoDB ドキュメントクライアントを使用してテーブルをスキャンします。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
import { ScanCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
ProjectionExpression: "#r, #y, title",
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank", "#y": "year" },
FilterExpression: "title = :t and #y = :y and info.#r = :r",
ExpressionAttributeValues: {
":r": "MOVIE_RANK",
":y": "MOVIE_YEAR",
":t": "MOVIE_NAME",
},
};
export const scanTable = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new ScanCommand(params));
console.log("success", data.Items);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
scanTable();
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• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「Scan」を参照してくだ
さい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js.
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the AWS Region.
AWS.config.update({ region: "REGION" });
// Create DynamoDB service object.
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });
const params = {
// Specify which items in the results are returned.
FilterExpression: "Subtitle = :topic AND Season = :s AND Episode = :e",
// Define the expression attribute value, which are substitutes for the values you
want to compare.
ExpressionAttributeValues: {
":topic": {S: "SubTitle2"},
":s": {N: 1},
":e": {N: 2},
},
// Set the projection expression, which are the attributes that you want.
ProjectionExpression: "Season, Episode, Title, Subtitle",
TableName: "EPISODES_TABLE",
};
ddb.scan(params, function (err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
data.Items.forEach(function (element, index, array) {
console.log(
"printing",
element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")"
);
});
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DEFAULT_REGION } from "../../../../libs/utils/util-aws-sdk.js";
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: DEFAULT_REGION });

DynamoDB ドキュメントクライアントを作成します。
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: true, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, {
marshallOptions,
unmarshallOptions,
});
export { ddbDocClient };

DynamoDB ドキュメントクライアントを使用して、テーブル内の項目を更新します。
import { UpdateCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
export const updateItem = async () => {
// Set the parameters.
const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Key: {
title: "MOVIE_NAME",
year: "MOVIE_YEAR",
},
ProjectionExpression: "#r",
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank" },
UpdateExpression: "set info.plot = :p, info.#r = :r",
ExpressionAttributeValues: {
":p": "MOVIE_PLOT",
":r": "MOVIE_RANK",
},
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(new UpdateCommand(params));
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console.log("Success - item added or updated", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
updateItem();

PartiQL を使用してテーブルの項目を更新します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
producer1 = process.argv[5];

export const run = async (tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1) => {
const params = {
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET Producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer1 }, { S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item updated.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1);

PartiQL を使用して、バッチでテーブルの項目を更新します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[6];
movieTitle2 = process.argv[7];
producer1 = process.argv[5];
producer2 = process.argv[8];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
) => {
const params = {
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Statements: [
{
Statement:
"UPDATE "
Parameters:
},
{
Statement:
"UPDATE "
Parameters:
},
],

+ tableName + " SET producer=? where title=? and year=?",
[{ S: producer1 }, { S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],

+ tableName + " SET producer=? where title=? and year=?",
[{ S: producer2 }, { S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],

};
try {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items updated.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
);

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DEFAULT_REGION } from "../../../../libs/utils/util-aws-sdk.js";
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: DEFAULT_REGION });

ドキュメントクライアントを作成します。

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
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import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: true, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, {
marshallOptions,
unmarshallOptions,
});
export { ddbDocClient };

テーブルに項目を追加します。
import
import
import
import

fs from "fs";
* as R from "ramda";
{ ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
{ BatchWriteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

export const writeData = async () => {
// Before you run this example, download 'movies.json' from https://
docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GettingStarted.Js.02.html,
// and put it in the same folder as the example.
// Get the movie data parse to convert into a JSON object.
const allMovies = JSON.parse(fs.readFileSync("moviedata.json", "utf8"));
// Split the table into segments of 25.
const dataSegments = R.splitEvery(25, allMovies);
const TABLE_NAME = "TABLE_NAME"
try {
// Loop batch write operation 10 times to upload 250 items.
for (let i = 0; i < 10; i++) {
const segment = dataSegments[i];
for (let j = 0; j < 25; j++) {
const params = {
RequestItems: {
[TABLE_NAME]: [
{
// Destination Amazon DynamoDB table name.
PutRequest: {
Item: {
year: segment[j].year,
title: segment[j].title,
info: segment[j].info,
},
},
},
],
},
};
ddbDocClient.send(new BatchWriteCommand(params));
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}
console.log("Success, table updated.");

}
} catch (error) {
console.log("Error", error);
}
};
writeData();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI BatchWriteItemリファレンスのを参照してくだ
さい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
RequestItems: {
"TABLE_NAME": [
{
PutRequest: {
Item: {
"KEY": { "N": "KEY_VALUE" },
"ATTRIBUTE_1": { "S": "ATTRIBUTE_1_VALUE"
"ATTRIBUTE_2": { "N": "ATTRIBUTE_2_VALUE"
}
}
},
{
PutRequest: {
Item: {
"KEY": { "N": "KEY_VALUE" },
"ATTRIBUTE_1": { "S": "ATTRIBUTE_1_VALUE"
"ATTRIBUTE_2": { "N": "ATTRIBUTE_2_VALUE"
}
}
}
]
}
};

},
}

},
}

ddb.batchWriteItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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、クエリの使用開始
次のコードの例は以下の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。
• テーブルから映画を削除する。
• テーブルを削除する。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DEFAULT_REGION } from "../../../../libs/utils/util-aws-sdk.js";
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: DEFAULT_REGION });

DynamoDB ドキュメントクライアントを作成します。

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: true, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, {
marshallOptions,
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unmarshallOptions,
});
export { ddbDocClient };

シナリオを実行します。
import fs from "fs";
import { splitEvery } from "ramda";
import {
PutCommand,
GetCommand,
UpdateCommand,
BatchWriteCommand,
DeleteCommand,
ScanCommand,
QueryCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {
CreateTableCommand,
DeleteTableCommand,
waitUntilTableExists,
waitUntilTableNotExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "../libs/ddbClient.js";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
/**
* @param {string} tableName
*/
const createTable = async (tableName) => {
await ddbClient.send(
new CreateTableCommand({
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: "year",
AttributeType: "N",
},
{
AttributeName: "title",
AttributeType: "S",
},
],
KeySchema: [
{
AttributeName: "year",
KeyType: "HASH",
},
{
AttributeName: "title",
KeyType: "RANGE",
},
],
// Enables "on-demand capacity mode".
BillingMode: "PAY_PER_REQUEST",
TableName: tableName,
})
);
await waitUntilTableExists(
{ client: ddbClient, maxWaitTime: 15, maxDelay: 2, minDelay: 1 },
{ TableName: tableName }
);
};
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/**
*
* @param {string} tableName
* @param {Record<string, any> | undefined} attributes
*/
const putItem = async (tableName, attributes) => {
const command = new PutCommand({
TableName: tableName,
Item: attributes,
});
await ddbDocClient.send(command);
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {string} filePath
* @returns { { movieCount: number } } The number of movies written to the database.
*/
const batchWriteMoviesFromFile = async (tableName, filePath) => {
const fileContents = fs.readFileSync(filePath);
const movies = JSON.parse(fileContents, "utf8");
// Map movies to RequestItems.
const putMovieRequestItems = movies.map(({ year, title, info }) => ({
PutRequest: { Item: { year, title, info } },
}));
// Organize RequestItems into batches of 25. 25 is the max number of items in a batch
request.
const putMovieBatches = splitEvery(25, putMovieRequestItems);
const batchCount = putMovieBatches.length;
// Map batches to promises.
const batchRequests = putMovieBatches.map(async (batch, i) => {
const command = new BatchWriteCommand({
RequestItems: {
[tableName]: batch,
},
});
await ddbDocClient.send(command).then(() => {
console.log(
`Wrote batch ${i + 1} of ${batchCount} with ${batch.length} items.`
);
});
});
// Wait for all batch requests to resolve.
await Promise.all(batchRequests);
return { movieCount: movies.length };
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {{
* existingMovieName: string,
* existingMovieYear: string,
* newMoviePlot: string,
* newMovieRank: string}} keyUpdate
*/
const updateMovie = async (
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tableName,
{ existingMovieName, existingMovieYear, newMoviePlot, newMovieRank }
) => {
await ddbClient.send(
new UpdateCommand({
TableName: tableName,
Key: {
title: existingMovieName,
year: existingMovieYear,
},
// Define expressions for the new or updated attributes.
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank" },
UpdateExpression: "set info.plot = :p, info.#r = :r",
ExpressionAttributeValues: {
":p": newMoviePlot,
":r": newMovieRank,
},
ReturnValues: "ALL_NEW",
})
);
};
/**
* @param {{ title: string, info: { plot: string, rank: number }, year: number }} movie
*/
const logMovie = (movie) => {
console.log(` | Title: "${movie.title}".`);
console.log(` | Plot: "${movie.info.plot}`);
console.log(` | Year: ${movie.year}`);
console.log(` | Rank: ${movie.info.rank}`);
};
/**
*
* @param {{ title: string, info: { plot: string, rank: number }, year: number }[]}
movies
*/
const logMovies = (movies) => {
console.log("\n");
movies.forEach((movie, i) => {
if (i > 0) {
console.log("-".repeat(80));
}
logMovie(movie);
});
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {string} title
* @param {number} year
* @returns
*/
const getMovie = async (tableName, title, year) => {
const { Item } = await ddbDocClient.send(
new GetCommand({
TableName: tableName,
Key: {
title,
year
},
// By default, reads are eventually consistent. "ConsistentRead: true" represents
// a strongly consistent read. This guarantees that the most up-to-date data is
returned. It
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// can also result in higher latency and a potential for server errors.
ConsistentRead: true,
})

);

return Item;
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {{ title: string, year: number }} key
*/
const deleteMovie = async (tableName, key) => {
await ddbDocClient.send(
new DeleteCommand({
TableName: tableName,
Key: key,
})
);
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {number} startYear
* @param {number} endYear
* @param {Record<string, any>} startKey
* @returns {Promise<{}[]>}
*/
const findMoviesBetweenYears = async (
tableName,
startYear,
endYear,
startKey = undefined
) => {
const { Items, LastEvaluatedKey } = await ddbClient.send(
new ScanCommand({
ConsistentRead: true,
TableName: tableName,
ExpressionAttributeNames: { "#y": "year" },
FilterExpression: "#y BETWEEN :y1 AND :y2",
ExpressionAttributeValues: { ":y1": startYear, ":y2": endYear },
ExclusiveStartKey: startKey,
})
);
if (LastEvaluatedKey) {
return Items.concat(
await findMoviesBetweenYears(
tableName,
startYear,
endYear,
LastEvaluatedKey
)
);
} else {
return Items;
}
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {number} year
* @returns
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*/
const queryMoviesByYear = async (tableName, year) => {
const command = new QueryCommand({
ConsistentRead: true,
ExpressionAttributeNames: { "#y": "year" },
TableName: tableName,
ExpressionAttributeValues: {
":y": year,
},
KeyConditionExpression: "#y = :y",
});
const { Items } = await ddbDocClient.send(command);
return Items;
};
/**
*
* @param {*} tableName
*/
const deleteTable = async (tableName) => {
await ddbDocClient.send(new DeleteTableCommand({ TableName: tableName }));
await waitUntilTableNotExists(
{
client: ddbClient,
maxWaitTime: 10,
maxDelay: 2,
minDelay: 1,
},
{ TableName: tableName }
);
};
export const runScenario = async ({
tableName,
newMovieName,
newMovieYear,
existingMovieName,
existingMovieYear,
newMovieRank,
newMoviePlot,
moviesPath,
}) => {
console.log(`Creating table named: ${tableName}`);
await createTable(tableName);
console.log(`\nTable created.`);
console.log(`\nAdding "${newMovieName}" to ${tableName}.`);
await putItem(tableName, { title: newMovieName, year: newMovieYear });
console.log("\nSuccess - single movie added.");
console.log("\nWriting hundreds of movies in batches.");
const { movieCount } = await batchWriteMoviesFromFile(tableName, moviesPath);
console.log(`\nWrote ${movieCount} movies to database.`);
console.log(`\nGetting "${existingMovieName}."`);
const originalMovie = await getMovie(
tableName,
existingMovieName,
existingMovieYear
);
logMovie(originalMovie);
console.log(`\nUpdating "${existingMovieName}" with a new plot and rank.`);
await updateMovie(tableName, {
existingMovieName,
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existingMovieYear,
newMoviePlot,
newMovieRank,
});
console.log(`\n"${existingMovieName}" updated.`);
console.log(`\nGetting latest info for "${existingMovieName}"`);
const updatedMovie = await getMovie(
tableName,
existingMovieName,
existingMovieYear
);
logMovie(updatedMovie);
console.log(`\nDeleting "${newMovieName}."`);
await deleteMovie(tableName, { title: newMovieName, year: newMovieYear });
console.log(`\n"${newMovieName} deleted.`);
const [scanY1, scanY2] = [1985, 2003];
console.log(
`\nScanning ${tableName} for movies that premiered between ${scanY1} and
${scanY2}.`
);
const scannedMovies = await findMoviesBetweenYears(tableName, scanY1, scanY1);
logMovies(scannedMovies);
const queryY = 2003;
console.log(`Querying ${tableName} for movies that premiered in ${queryY}.`);
const queriedMovies = await queryMoviesByYear(tableName, queryY);
logMovies(queriedMovies);
console.log(`Deleting ${tableName}.`);
await deleteTable(tableName);
console.log(`${tableName} deleted.`);
};
const main = async () => {
const args = {
tableName: "myNewTable",
newMovieName: "myMovieName",
newMovieYear: 2022,
existingMovieName: "This Is the End",
existingMovieYear: 2013,
newMovieRank: 200,
newMoviePlot: "A coder cracks code...",
moviesPath: "../../../../../../resources/sample_files/movies.json",
};
try {
await runScenario(args);
} catch (err) {
// Some extra error handling here to be sure the table is cleaned up if something
// goes wrong during the scenario run.
console.error(err);
const tableName = args.tableName;

}

if (tableName) {
console.log(`Attempting to delete ${tableName}`);
await ddbClient
.send(new DeleteTableCommand({ TableName: tableName }))
.then(() => console.log(`\n${tableName} deleted.`))
.catch((err) => console.error(`\nFailed to delete ${tableName}.`, err));
}
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};
export { main };

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• 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
次のコードの例は以下の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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DEFAULT_REGION } from "../../../../libs/utils/util-aws-sdk.js";
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: DEFAULT_REGION });

ドキュメントクライアントを作成します。

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
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removeUndefinedValues: true, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, {
marshallOptions,
unmarshallOptions,
});
export { ddbDocClient };

バッチで項目にクエリを実行します。
*/
import fs from "fs";
import {splitEvery} from "ramda";
import {
BatchExecuteStatementCommand,
BatchWriteCommand
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {
CreateTableCommand,
DeleteTableCommand,
waitUntilTableExists,
waitUntilTableNotExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {ddbClient} from "../libs/ddbClient.js";
import {ddbDocClient} from "../libs/ddbDocClient.js";
/**
* @param {string} tableName
*/
const createTable = async (tableName) => {
await ddbClient.send(
new CreateTableCommand({
TableName: tableName,
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: "year",
AttributeType: "N",
},
{
AttributeName: "title",
AttributeType: "S",
}
],
KeySchema: [
{
AttributeName: "year",
KeyType: "HASH",
},
{
AttributeName: "title",
KeyType: "RANGE",
},

451

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
DynamoDB
],
// Enables "on-demand capacity mode".
BillingMode: "PAY_PER_REQUEST"

};

})
);
await waitUntilTableExists(
{client: ddbClient, maxWaitTime: 15, maxDelay: 2, minDelay: 1},
{TableName: tableName}
);

/**
*
* @param {string} tableName
* @param {string} filePath
* @returns { { movieCount: number } } The number of movies written to the database.
*/
const batchWriteMoviesFromFile = async (tableName, filePath) => {
const fileContents = fs.readFileSync(filePath);
const movies = JSON.parse(fileContents, "utf8");
// Map movies to RequestItems.
const putMovieRequestItems = movies.map(({year, title, info}) => ({
PutRequest: {Item: {year, title, info}},
}));
// Organize RequestItems into batches of 25. 25 is the max number of items in a
batch request.
const putMovieBatches = splitEvery(25, putMovieRequestItems);
const batchCount = putMovieBatches.length;
// Map batches to promises.
const batchRequests = putMovieBatches.map(async (batch, i) => {
const command = new BatchWriteCommand({
RequestItems: {
[tableName]: batch,
},
});

});

await ddbDocClient.send(command).then(() => {
console.log(
`Wrote batch ${i + 1} of ${batchCount} with ${batch.length} items.`
);
});

// Wait for all batch requests to resolve.
await Promise.all(batchRequests);
};

return {movieCount: movies.length};

/**
*
* @param {string} tableName
* @param {{
* existingMovieName1: string,
* existingMovieYear1: number }} keyUpdate1
* @param {{
* existingMovieName2: string,
* existingMovieYear2: number }} keyUpdate2
*/
const batchGetMovies = async (tableName, keyUpdate1, keyUpdate2) => {
const Items = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand({
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Statements: [
{
Statement:
"SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [keyUpdate1.existingMovieName1,
keyUpdate1.existingMovieYear1]
},
{
Statement:
"SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [keyUpdate2.existingMovieName2,
keyUpdate2.existingMovieYear2]
}
]
}
)
)
return Items
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {{
* existingMovieName1: string,
* existingMovieYear1: number,
* newProducer1: string }} keyUpdate1
* @param {{
* existingMovieName2: string,
* existingMovieYear2: number,
* newProducer2: string }} keyUpdate2
*/
const batchUpdateMovies = async (
tableName,
keyUpdate1, keyUpdate2
) => {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand({
Statements: [
{
Statement:
"UPDATE " +
tableName +
" SET Producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [keyUpdate1.newProducer1,
keyUpdate1.existingMovieName1, keyUpdate1.existingMovieYear1
],
},
{
Statement:
"UPDATE " +
tableName +
" SET Producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [
keyUpdate2.newProducer2, keyUpdate2.existingMovieName2,
keyUpdate2.existingMovieYear2
],
}
],
})
);
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {{ existingMovieName1: string, existingMovieYear1: number }} key1,
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* @param {{ existingMovieName2: string, existingMovieYear2: number}} key2
*/
const batchDeleteMovies = async (tableName, key1, key2) => {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand({
Statements: [
{
Statement:
"DELETE FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [key1.existingMovieName1, key1.existingMovieYear1],
},
{
Statement:
"DELETE FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [key2.existingMovieName2, key2.existingMovieYear2],
},
],
}))
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {{ newMovieName1: string, newMovieYear1: number }} key1,
* @param {{ newMovieName2: string, newMovieYear2: number }} key2
*/
const batchPutItems = async (tableName, key1, key2) => {
const command = new BatchExecuteStatementCommand({
Statements: [
{
Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [key1.newMovieName1, key1.newMovieYear1],
},
{
Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [key2.newMovieName2, key2.newMovieYear2],
}
]
})
};

await ddbDocClient.send(command);

/**
*
* @param {{ title: string, info: { plot: string, rank: number }, year: number }[]}
movies
*/
const logMovies = (Items) => {
console.log("Success. The query return the following data.");
for (let i = 0; i < Items.Responses.length; i++) {
console.log(Items.Responses[i].Item);
}
};
/**
*
* @param {*} tableName
*/
const deleteTable = async (tableName) => {
await ddbDocClient.send(new DeleteTableCommand({TableName: tableName}));
await waitUntilTableNotExists(
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{

};

);

client: ddbClient,
maxWaitTime: 10,
maxDelay: 2,
minDelay: 1,

},
{TableName: tableName}

export const runScenario = async ({

tableName,
newMovieName1,
newMovieYear1,
newMovieName2,
newMovieYear2,
existingMovieName1,
existingMovieYear1,
existingMovieName2,
existingMovieYear2,
newProducer1,
newProducer2,
moviesPath
}) => {

await createTable(tableName);
console.log(`Creating table named: ${tableName}`);
console.log(`\nTable created.`);
console.log("\nWriting hundreds of movies in batches.");
const {movieCount} = await batchWriteMoviesFromFile(tableName, moviesPath);
console.log(`\nWrote ${movieCount} movies to database.`);
console.log(`\nGetting "${existingMovieName1}" and "${existingMovieName2}"`);
const originalMovies = await batchGetMovies(
tableName,
{
existingMovieName1,
existingMovieYear1
},
{
existingMovieName2,
existingMovieYear2
}
);
logMovies(originalMovies);
console.log(`\nUpdating "${existingMovieName1} and ${existingMovieName2} with new
producers.`);
await batchUpdateMovies(tableName,
{
existingMovieName1,
existingMovieYear1,
newProducer1
},
{
existingMovieName2,
existingMovieYear2,
newProducer2
}
);
//console.log(`\n"${existingMovieName1}" and ${existingMovieName2}" updated.`);
console.log(`\nDeleting "${existingMovieName1}."`);
await batchDeleteMovies(tableName, {
existingMovieName1,
existingMovieYear1
},
{
existingMovieName2,
existingMovieYear2
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}
);
console.log(`\n"${existingMovieName1} and ${existingMovieName2} deleted.`);
console.log(`\nAdding "${newMovieName1}" and "${newMovieName2}" to ${tableName}.`);
await batchPutItems(tableName, {newMovieName1, newMovieYear1}, {newMovieName2,
newMovieYear2});
console.log("\nSuccess - single movie added.");
console.log(`Deleting ${tableName}.`);
await deleteTable(tableName);
console.log(`${tableName} deleted.`);
};
const main = async () => {
const args = {
tableName: "myNewTable",
newMovieName1: "myMovieName1",
newMovieYear1: 2022,
newMovieName2: "myMovieName2",
newMovieYear2: 2023,
existingMovieName1: "This Is the End",
existingMovieYear1: 2013,
existingMovieName2: "Deep Impact",
existingMovieYear2: 1998,
newProducer1: "Amazon Movies",
newProducer2: "Amazon Movies2",
moviesPath: "../../../../../../resources/sample_files/movies.json",
};
try {
await runScenario(args);
} catch (err) {
// Some extra error handling here to be sure the table is cleaned up if
something
// goes wrong during the scenario run.
console.error(err);
const tableName = args.tableName;

err));
};

}

if (tableName) {
console.log(`Attempting to delete ${tableName}`);
await ddbClient
.send(new DeleteTableCommand({TableName: tableName}))
.then(() => console.log(`\n${tableName} deleted.`))
.catch((err) => console.error(`\nFailed to delete ${tableName}.`,
}

export {main};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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
次のコードの例は以下の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。
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• DELETE ステートメントを実行して項目を削除する。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DEFAULT_REGION } from "../../../../libs/utils/util-aws-sdk.js";
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: DEFAULT_REGION });

ドキュメントクライアントを作成します。
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: true, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, {
marshallOptions,
unmarshallOptions,
});
export { ddbDocClient };

1 つの項目をクエリします。
*/
import fs from "fs";
import {splitEvery} from "ramda";
import {
ExecuteStatementCommand,
BatchWriteCommand
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {
CreateTableCommand,
DeleteTableCommand,
waitUntilTableExists,
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waitUntilTableNotExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {ddbClient} from "../libs/ddbClient.js";
import {ddbDocClient} from "../libs/ddbDocClient.js";
/**
* @param {string} tableName
*/
const createTable = async (tableName) => {
await ddbClient.send(
new CreateTableCommand({
TableName: tableName,
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: "year",
AttributeType: "N",
},
{
AttributeName: "title",
AttributeType: "S",
}
],
KeySchema: [
{
AttributeName: "year",
KeyType: "HASH",
},
{
AttributeName: "title",
KeyType: "RANGE",
},
],
// Enables "on-demand capacity mode".
BillingMode: "PAY_PER_REQUEST"
})
);
await waitUntilTableExists(
{client: ddbClient, maxWaitTime: 15, maxDelay: 2, minDelay: 1},
{TableName: tableName}
);
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {string} filePath
* @returns { { movieCount: number } } The number of movies written to the database.
*/
const batchWriteMoviesFromFile = async (tableName, filePath) => {
const fileContents = fs.readFileSync(filePath);
const movies = JSON.parse(fileContents, "utf8");
// Map movies to RequestItems.
const putMovieRequestItems = movies.map(({year, title, info}) => ({
PutRequest: {Item: {year, title, info}},
}));
// Organize RequestItems into batches of 25. 25 is the max number of items in a
batch request.
const putMovieBatches = splitEvery(25, putMovieRequestItems);
const batchCount = putMovieBatches.length;
// Map batches to promises.
const batchRequests = putMovieBatches.map(async (batch, i) => {
const command = new BatchWriteCommand({
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});

});

RequestItems: {
[tableName]: batch,
},

await ddbDocClient.send(command).then(() => {
console.log(
`Wrote batch ${i + 1} of ${batchCount} with ${batch.length} items.`
);
});

// Wait for all batch requests to resolve.
await Promise.all(batchRequests);
};

return {movieCount: movies.length};

/**
*
* @param {string} tableName
* @param {{
* existingMovieName: string,
* existingMovieYear: number }} keyUpdate
* @returns
*/
const getMovie = async (tableName, keyUpdate) => {
const {Items} = await ddbDocClient.send(
new ExecuteStatementCommand({
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [keyUpdate.existingMovieName, keyUpdate.existingMovieYear]
})
)
return Items
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {{
* existingMovieName: string,
* existingMovieYear: number,
* newProducer: string }} keyUpdate
*/
const updateMovie = async (
tableName, keyUpdate
) => {
await ddbClient.send(
new ExecuteStatementCommand({
Statement:
"UPDATE " +
tableName +
" SET Producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [
keyUpdate.newProducer,
keyUpdate.existingMovieName,
keyUpdate.existingMovieYear
],
})
);
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {{ existingMovieName: string, existingMovieYear: number }} key
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*/
const deleteMovie = async (tableName, key) => {
await ddbDocClient.send(
new ExecuteStatementCommand({
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [key.existingMovieName, key.existingMovieYear],
})
);
};
/**
*
* @param {string} tableName
* @param {{ newMovieName: string, newMovieYear: number }} key
*/
const putItem = async (tableName, key) => {
const command = new ExecuteStatementCommand({
Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [key.newMovieName, key.newMovieYear],
})
};

await ddbDocClient.send(command);

/**
* @param {{ title: string, info: { plot: string, rank: number }, year: number }} movie
*/
const logMovie = (movie) => {
console.log(` | Title: "${movie.title}".`);
console.log(` | Plot: "${movie.info.plot}`);

};

console.log(` | Year: ${movie.year}`);
console.log(` | Rank: ${movie.info.rank}`);

/**
*
* @param {{ title: string, info: { plot: string, rank: number }, year: number }[]}
movies
*/
const logMovies = (movies) => {
console.log("\n");
movies.forEach((movie, i) => {
if (i > 0) {
console.log("-".repeat(80));
}
logMovie(movie);
});
};
/**
*
* @param {*} tableName
*/
const deleteTable = async (tableName) => {
await ddbDocClient.send(new DeleteTableCommand({TableName: tableName}));
await waitUntilTableNotExists(
{
client: ddbClient,
maxWaitTime: 10,
maxDelay: 2,
minDelay: 1,
},
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};

);

{TableName: tableName}

export const runScenario = async ({tableName, newMovieName, newMovieYear,
existingMovieName, existingMovieYear, newProducer, moviesPath}) => {
console.log(`Creating table named: ${tableName}`);
await createTable(tableName);
console.log(`\nTable created.`);
console.log("\nWriting hundreds of movies in batches.");
const {movieCount} = await batchWriteMoviesFromFile(tableName, moviesPath);
console.log(`\nWrote ${movieCount} movies to database.`);
console.log(`\nGetting "${existingMovieName}."`);
const originalMovie = await getMovie(
tableName,
{
existingMovieName,
existingMovieYear
}
);
logMovies(originalMovie);
console.log(`\nUpdating "${existingMovieName}" with a new producer.`);
await updateMovie(tableName, {
newProducer,
existingMovieName,
existingMovieYear
});
console.log(`\n"${existingMovieName}" updated.`);
console.log(`\nDeleting "${existingMovieName}."`);
await deleteMovie(tableName, {existingMovieName, existingMovieYear});
console.log(`\n"${existingMovieName} deleted.`);
console.log(`\nAdding "${newMovieName}" to ${tableName}.`);
await putItem(tableName, {newMovieName, newMovieYear});
console.log("\nSuccess - single movie added.");
console.log(`Deleting ${tableName}.`);
await deleteTable(tableName);
console.log(`${tableName} deleted.`);
};
const main = async () => {
const args = {
tableName: "myNewTable",
newMovieName: "myMovieName",
newMovieYear: 2022,
existingMovieName: "This Is the End",
existingMovieYear: 2013,
newProducer: "Amazon Movies",
moviesPath: "../../../../../../resources/sample_files/movies.json",
};
try {
await runScenario(args);
} catch (err) {
// Some extra error handling here to be sure the table is cleaned up if
something
// goes wrong during the scenario run.
console.error(err);
const tableName = args.tableName;
if (tableName) {
console.log(`Attempting to delete ${tableName}`);
await ddbClient
.send(new DeleteTableCommand({TableName: tableName}))
.then(() => console.log(`\n${tableName} deleted.`))
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err));
}

};

.catch((err) => console.error(`\nFailed to delete ${tableName}.`,
}

export {main};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ExecuteStatementリファレンスのを参照して
ください。

EventBridge JavaScript V3 用の SDK の使用例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 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 EventBridge。
「アクション」は、 EventBridge 個々の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、 EventBridge 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. 462)

アクション
Lambda 関数のターゲットを追加する
次のコード例は、Amazon EventBridge イベントへのAWS Lambda関数ターゲットの追加方法を示してい
ます。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { EventBridgeClient } from "@aws-sdk/client-eventbridge";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon EventBridge service client object.
export const ebClient = new EventBridgeClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutTargetsCommand } from "@aws-sdk/client-eventbridge";
import { ebClient } from "./libs/eventBridgeClient.js";
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// Set the parameters.
export const params = {
Rule: "DEMO_EVENT",
Targets: [
{
Arn: "LAMBDA_FUNCTION_ARN", //LAMBDA_FUNCTION_ARN
Id: "myCloudWatchEventsTarget",
},
],
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ebClient.send(new PutTargetsCommand(params));
console.log("Success, target added; requestID: ", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutTargetsリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatchEvents service object
var ebevents = new AWS.EventBridge({apiVersion: '2015-10-07'});
var params = {
Rule: 'DEMO_EVENT',
Targets: [
{
Arn: 'LAMBDA_FUNCTION_ARN',
Id: 'myEventBridgeTarget',
}
]
};
ebevents.putTargets(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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、Amazon EventBridge 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { EventBridgeClient } from "@aws-sdk/client-eventbridge";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon EventBridge service client object.
export const ebClient = new EventBridgeClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutRuleCommand } from "@aws-sdk/client-eventbridge";
import { ebClient } from "./libs/eventBridgeClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
Name: "DEMO_EVENT",
RoleArn: "IAM_ROLE_ARN", //IAM_ROLE_ARN
ScheduleExpression: "rate(5 minutes)",
State: "ENABLED",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ebClient.send(new PutRuleCommand(params));
console.log("Success, scheduled rule created; Rule ARN:", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutRuleリファレンスのを参照してください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
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// Create CloudWatchEvents service object
var ebevents = new AWS.EventBridge({apiVersion: '2015-10-07'});
var params = {
Name: 'DEMO_EVENT',
RoleArn: 'IAM_ROLE_ARN',
ScheduleExpression: 'rate(5 minutes)',
State: 'ENABLED'
};
ebevents.putRule(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.RuleArn);
}
});

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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、Amazon EventBridge イベントを送信する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { EventBridgeClient } from "@aws-sdk/client-eventbridge";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon EventBridge service client object.
export const ebClient = new EventBridgeClient({ region: REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutEventsCommand } from "@aws-sdk/client-eventbridge";
import { ebClient } from "./libs/eventBridgeClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
Entries: [
{
Detail: '{ "key1": "value1", "key2": "value2" }',
DetailType: "appRequestSubmitted",
Resources: [
"RESOURCE_ARN", //RESOURCE_ARN
],
Source: "com.company.app",
},
],
};
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export const run = async () => {
try {
const data = await ebClient.send(new PutEventsCommand(params));
console.log("Success, event sent; requestID:", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Uncomment this line to run execution within this file.
// run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutEventsリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create CloudWatchEvents service object
var ebevents = new AWS.EventBridge({apiVersion: '2015-10-07'});
var params = {
Entries: [
{
Detail: '{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }',
DetailType: 'appRequestSubmitted',
Resources: [
'RESOURCE_ARN',
],
Source: 'com.company.app'
}
]
};
ebevents.putEvents(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Entries);
}
});

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutEventsリファレンスのを参照してくださ
い。

AWS Glue JavaScript V3 用の SDK の使用例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 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 Glue。
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「アクション」は、AWS Glue個々の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、AWS Glue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. 467)
• シナリオ (p. 474)

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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const createCrawler = (name, role, dbName, tablePrefix, s3TargetPath) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new CreateCrawlerCommand({
Name: name,
Role: role,
DatabaseName: dbName,
TablePrefix: tablePrefix,
Targets: {
S3Targets: [{ Path: s3TargetPath }],
},
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateCrawlerリファレンスのを参照してくだ
さい。

ジョブ定義を作成します。
次のコード例は、AWS Glueジョブ定義を作成する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const createJob = (name, role, scriptBucketName, scriptKey) => {
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const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new CreateJobCommand({
Name: name,
Role: role,
Command: {
Name: "glueetl",
PythonVersion: "3",
ScriptLocation: `s3://${scriptBucketName}/${scriptKey}`,
},
GlueVersion: "3.0",
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateJobリファレンスのを参照してくださ
い。

クローラーの削除
次のコード例は、AWS Glueクローラーを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const deleteCrawler = (crawlerName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new DeleteCrawlerCommand({
Name: crawlerName,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteCrawlerリファレンスのを参照してくだ
さい。

Data Catalog からデータベースを削除する
次のコード例は、からデータベースを削除する方法を示していますAWS Glue Data Catalog。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const deleteDatabase = (databaseName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
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const command = new DeleteDatabaseCommand({
Name: databaseName,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteDatabaseリファレンスのを参照してく
ださい。

ジョブ定義を削除する
次のコード例は、AWS Glueジョブ定義と関連するすべてのランを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const deleteJob = (jobName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new DeleteJobCommand({
JobName: jobName,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteJobリファレンスのを参照してくださ
い。

データベースからテーブルを削除する
次のコード例は、AWS Glue Data Catalogデータベースからテーブルを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const deleteTable = (databaseName, tableName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new DeleteTableCommand({
DatabaseName: databaseName,
Name: tableName,
});
return client.send(command);
};
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteTable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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

const getCrawler = (name) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new GetCrawlerCommand({
Name: name,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetCrawlerリファレンスのを参照してくださ
い。

Data Catalog からデータベースを取得する
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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

const getDatabase = (name) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new GetDatabaseCommand({
Name: name,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetDatabaseリファレンスのを参照してくださ
い。

ジョブ実行を取得する
次のコード例は、AWS Glueジョブを実行する方法を示しています。

470

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
AWS Glue

SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const getJobRun = (jobName, jobRunId) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new GetJobRunCommand({
JobName: jobName,
RunId: jobRunId,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetJobRunリファレンスのを参照してくださ
い。

Data Catalog からデータベースを取得する
次のコード例は、からデータベースのリストを取得する方法を示していますAWS Glue Data Catalog。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const getDatabases = () => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new GetDatabasesCommand({});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetDatabases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ジョブの取得
次のコード例は、からジョブを取得する方法を示していますAWS Glue Data Catalog。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const getJob = (jobName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
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const command = new GetJobCommand({
JobName: jobName,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetJobリファレンスのを参照してください。

ジョブ実行を取得する
次のコード例は、AWS Glueジョブを実行する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const getJobRuns = (jobName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new GetJobRunsCommand({
JobName: jobName,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetJobRunsリファレンスのを参照してくださ
い。

データベースからテーブルを取得
次のコード例は、内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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const getTables = (databaseName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new GetTablesCommand({
DatabaseName: databaseName,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetTablesリファレンスのを参照してくださ
い。
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ジョブ定義を一覧表示
次のコード例は、AWS Glueジョブ定義を一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

const listJobs = () => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new ListJobsCommand({});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListJobsリファレンスのを参照してください。

クローラーの実行
次のコード例は、AWS Glueクローラーを起動する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

const startCrawler = (name) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new StartCrawlerCommand({
Name: name,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI StartCrawlerリファレンスのを参照してくださ
い。

ジョブの実行の開始
次のコード例は、AWS Glueジョブ実行を開始する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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const startJobRun = (jobName, dbName, tableName, bucketName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new StartJobRunCommand({
JobName: jobName,
Arguments: {
"--input_database": dbName,
"--input_table": tableName,
"--output_bucket_url": `s3://${bucketName}/`
}
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI StartJobRun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の実行を開始する
次のコードの例は以下の方法を示しています。
• パブリックSimple Storage Service (Amazon S3) バケットをクロールし、検出した CSV 形式のデータを
記述するメタデータデータベースを生成するクローラーを作成して実行します。
• 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AWS Glue Data Catalog。
• ソース Amazon S3 バケットから CSV データを抽出し、フィールドを削除して名前を変更して変換
し、JSON 形式の出力を別の Amazon S3 バケットにロードするジョブを作成して実行します。
• ジョブ実行に関する情報を一覧表示し、変換されたデータの一部を表示します。
• デモによって作成されたすべてのリソースを削除します。
詳細については、「チュートリアル:AWS GlueStudio の開始方法」を参照してください。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
パブリックSimple Storage Service (Amazon S3) バケットをクロールし、検出した CSV 形式のデータ
を記述するメタデータデータベースを生成するクローラーを作成して実行します。
const createCrawler = (name, role, dbName, tablePrefix, s3TargetPath) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new CreateCrawlerCommand({
Name: name,
Role: role,
DatabaseName: dbName,
TablePrefix: tablePrefix,
Targets: {
S3Targets: [{ Path: s3TargetPath }],
},
});
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return client.send(command);
};
const getCrawler = (name) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new GetCrawlerCommand({
Name: name,
});
return client.send(command);
};
const startCrawler = (name) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new StartCrawlerCommand({
Name: name,
});
return client.send(command);
};
const crawlerExists = async ({ getCrawler }, crawlerName) => {
try {
await getCrawler(crawlerName);
return true;
} catch {
return false;
}
};
const makeCreateCrawlerStep = (actions) => async (context) => {
if (await crawlerExists(actions, process.env.CRAWLER_NAME)) {
log("Crawler already exists. Skipping creation.");
} else {
await actions.createCrawler(
process.env.CRAWLER_NAME,
process.env.ROLE_NAME,
process.env.DATABASE_NAME,
process.env.TABLE_PREFIX,
process.env.S3_TARGET_PATH
);
}

log("Crawler created successfully.", { type: "success" });

return { ...context };
};
const waitForCrawler = async (getCrawler, crawlerName) => {
const waitTimeInSeconds = 30;
const { Crawler } = await getCrawler(crawlerName);
if (!Crawler) {
throw new Error(`Crawler with name ${crawlerName} not found.`);
}
if (Crawler.State === "READY") {
return;
}
log(`Crawler is ${Crawler.State}. Waiting ${waitTimeInSeconds} seconds...`);
await wait(waitTimeInSeconds);
return waitForCrawler(getCrawler, crawlerName);

475

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
AWS Glue
};
const makeStartCrawlerStep =
({ startCrawler, getCrawler }) =>
async (context) => {
log("Starting crawler.");
await startCrawler(process.env.CRAWLER_NAME);
log("Crawler started.", { type: "success" });
log("Waiting for crawler to finish running. This can take a while.");
await waitForCrawler(getCrawler, process.env.CRAWLER_NAME);
log("Crawler ready.", { type: "success" });
return { ...context };

};

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AWS Glue Data Catalog。
const getDatabase = (name) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new GetDatabaseCommand({
Name: name,
});
return client.send(command);
};
const getTables = (databaseName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new GetTablesCommand({
DatabaseName: databaseName,
});
return client.send(command);
};
const makeGetDatabaseStep =
({ getDatabase }) =>
async (context) => {
const {
Database: { Name },
} = await getDatabase(process.env.DATABASE_NAME);
log(`Database: ${Name}`);
return { ...context };
};
const makeGetTablesStep =
({ getTables }) =>
async (context) => {
const { TableList } = await getTables(process.env.DATABASE_NAME);
log("Tables:");
log(TableList.map((table) => ` • ${table.Name}\n`));
return { ...context };
};

ソース Amazon S3 バケットから CSV データを抽出し、フィールドを削除して名前を変更して変換
し、JSON 形式の出力を別の Amazon S3 バケットにロードするジョブを作成して実行します。
const createJob = (name, role, scriptBucketName, scriptKey) => {
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const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new CreateJobCommand({
Name: name,
Role: role,
Command: {
Name: "glueetl",
PythonVersion: "3",
ScriptLocation: `s3://${scriptBucketName}/${scriptKey}`,
},
GlueVersion: "3.0",
});
return client.send(command);
};
const startJobRun = (jobName, dbName, tableName, bucketName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new StartJobRunCommand({
JobName: jobName,
Arguments: {
"--input_database": dbName,
"--input_table": tableName,
"--output_bucket_url": `s3://${bucketName}/`
}
});
return client.send(command);
};
const makeCreateJobStep =
({ createJob }) =>
async (context) => {
log("Creating Job.");
await createJob(
process.env.JOB_NAME,
process.env.ROLE_NAME,
process.env.BUCKET_NAME,
process.env.PYTHON_SCRIPT_KEY
);
log("Job created.", { type: "success" });
return { ...context };

};

const waitForJobRun = async (getJobRun, jobName, jobRunId) => {
const waitTimeInSeconds = 30;
const { JobRun } = await getJobRun(jobName, jobRunId);
if (!JobRun) {
throw new Error(`Job run with id ${jobRunId} not found.`);
}
switch (JobRun.JobRunState) {
case "FAILED":
case "STOPPED":
case "TIMEOUT":
case "STOPPED":
throw new Error(
`Job ${JobRun.JobRunState}. Error: ${JobRun.ErrorMessage}`
);
case "RUNNING":
break;
case "SUCCEEDED":
return;
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}

default:
throw new Error(`Unknown job run state: ${JobRun.JobRunState}`);

log(
`Job ${JobRun.JobRunState}. Waiting ${waitTimeInSeconds} more seconds...`
);
await wait(waitTimeInSeconds);
return waitForJobRun(getJobRun, jobName, jobRunId);
};
const promptToOpen = async (context) => {
const { shouldOpen } = await context.prompter.prompt({
name: "shouldOpen",
type: "confirm",
message: "Open the output bucket in your browser?",
});
if (shouldOpen) {
return open(
`https://s3.console.aws.amazon.com/s3/buckets/${process.env.BUCKET_NAME}?region=
${DEFAULT_REGION}&tab=objects to view the output.`
);
}
};
const makeStartJobRunStep =
({ startJobRun, getJobRun }) =>
async (context) => {
log("Starting job.");
const { JobRunId } = await startJobRun(
process.env.JOB_NAME,
process.env.DATABASE_NAME,
process.env.TABLE_NAME,
process.env.BUCKET_NAME
);
log("Job started.", { type: "success" });
log("Waiting for job to finish running. This can take a while.");
await waitForJobRun(getJobRun, process.env.JOB_NAME, JobRunId);
log("Job run succeeded.", { type: "success" });
await promptToOpen(context);
return { ...context };

};

ジョブ実行に関する情報を一覧表示し、変換されたデータの一部を表示します。
const getJobRuns = (jobName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new GetJobRunsCommand({
JobName: jobName,
});
return client.send(command);
};
const getJobRun = (jobName, jobRunId) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new GetJobRunCommand({
JobName: jobName,
RunId: jobRunId,
});
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return client.send(command);
};
const logJobRunDetails = async (getJobRun, jobName, jobRunId) => {
const { JobRun } = await getJobRun(jobName, jobRunId);
log(JobRun, { type: "object" });
};
const makePickJobRunStep =
({ getJobRuns, getJobRun }) =>
async (context) => {
if (context.selectedJobName) {
const { JobRuns } = await getJobRuns(context.selectedJobName);
const { jobRunId } = await context.prompter.prompt({
name: "jobRunId",
type: "list",
message: "Select a job run to see details.",
choices: JobRuns.map((run) => run.Id),
});
}

logJobRunDetails(getJobRun, context.selectedJobName, jobRunId);

return { ...context };

};

デモによって作成されたすべてのリソースを削除します。
const deleteJob = (jobName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new DeleteJobCommand({
JobName: jobName,
});
return client.send(command);
};
const deleteTable = (databaseName, tableName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new DeleteTableCommand({
DatabaseName: databaseName,
Name: tableName,
});
return client.send(command);
};
const deleteDatabase = (databaseName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
const command = new DeleteDatabaseCommand({
Name: databaseName,
});
return client.send(command);
};
const deleteCrawler = (crawlerName) => {
const client = new GlueClient({ region: DEFAULT_REGION });
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const command = new DeleteCrawlerCommand({
Name: crawlerName,
});
return client.send(command);
};
const handleDeleteJobs = async (deleteJobFn, jobNames, context) => {
const { selectedJobNames } = await context.prompter.prompt({
name: "selectedJobNames",
type: "checkbox",
message: "Let's clean up jobs. Select jobs to delete.",
choices: jobNames,
});
if (selectedJobNames.length === 0) {
log("No jobs selected.");
} else {
log("Deleting jobs.");
await Promise.all(
selectedJobNames.map((n) => deleteJobFn(n).catch(console.error))
);
log("Jobs deleted.", { type: "success" });
}
};
const makeCleanUpJobsStep =
({ listJobs, deleteJob }) =>
async (context) => {
const { JobNames } = await listJobs();
if (JobNames.length > 0) {
await handleDeleteJobs(deleteJob, JobNames, context);
}
return { ...context };

};

const deleteTables = (deleteTable, databaseName, tableNames) =>
Promise.all(
tableNames.map((tableName) =>
deleteTable(databaseName, tableName).catch(console.error)
)
);
const makeCleanUpTablesStep =
({ getTables, deleteTable }) =>
async (context) => {
const { TableList } = await getTables(process.env.DATABASE_NAME).catch(
() => ({ TableList: null })
);
if (TableList && TableList.length > 0) {
const { tableNames } = await context.prompter.prompt({
name: "tableNames",
type: "checkbox",
message: "Let's clean up tables. Select tables to delete.",
choices: TableList.map((t) => t.Name),
});
if (tableNames.length === 0) {
log("No tables selected.");
} else {
log("Deleting tables.");
await deleteTables(deleteTable, process.env.DATABASE_NAME, tableNames);
log("Tables deleted.", { type: "success" });
}
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}
return { ...context };

};

const deleteDatabases = (deleteDatabase, databaseNames) =>
Promise.all(
databaseNames.map((dbName) => deleteDatabase(dbName).catch(console.error))
);
const makeCleanUpDatabasesStep =
({ getDatabases, deleteDatabase }) =>
async (context) => {
const { DatabaseList } = await getDatabases();
if (DatabaseList.length > 0) {
const { dbNames } = await context.prompter.prompt({
name: "dbNames",
type: "checkbox",
message: "Let's clean up databases. Select databases to delete.",
choices: DatabaseList.map((db) => db.Name),
});

}

if (dbNames.length === 0) {
log("No databases selected.");
} else {
log("Deleting databases.");
await deleteDatabases(deleteDatabase, dbNames);
log("Databases deleted.", { type: "success" });
}

return { ...context };

};

const cleanUpCrawlerStep = async (context) => {
log(`Deleting crawler.`);
try {
await deleteCrawler(process.env.CRAWLER_NAME);
log("Crawler deleted.", { type: "success" });
} catch (err) {
if (err.name === "EntityNotFoundException") {
log(`Crawler is already deleted.`);
} else {
throw err;
}
}
return { ...context };
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• CreateCrawler
• CreateJob
• DeleteCrawler
• DeleteDatabase
• DeleteJob
• DeleteTable
• GetCrawler
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• GetDatabase
• GetDatabases
• GetJob
• GetJobRun
• GetJobRuns
• GetTables
• ListJobs
• StartCrawler
• StartJobRun

JavaScript V3 用の SDK を使用した IAM の例
以下のコード例は、IAM でAWS SDK for JavaScript V3 を使用してアクションを実行する方法を示してい
ます。
「アクション」は、個々の IAM 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、複数の IAM 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. 482)
• シナリオ (p. 519)

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、IAM ポリシーをロールにアタッチする方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ポリシーをアタッチします。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
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import {
ListAttachedRolePoliciesCommand,
AttachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const ROLENAME = "ROLE_NAME";
const paramsRoleList = { RoleName: ROLENAME }; //ROLE_NAME
export const params = {
PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess",
RoleName: ROLENAME,
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new ListAttachedRolePoliciesCommand(paramsRoleList)
);
const myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (_val, index) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
console.log(
"AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role."
);
process.exit();
}
});
try {
const data = await iamClient.send(new AttachRolePolicyCommand(params));
console.log("Role attached successfully");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI AttachRolePolicyリファレンスのを参照してく
ださい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var paramsRoleList = {
RoleName: process.argv[2]
};
iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) {
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if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') {
console.log("AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role.")
process.exit();
}
});
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess',
RoleName: process.argv[2]
};
iam.attachRolePolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Unable to attach policy to role", err);
} else {
console.log("Role attached successfully");
}
});
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ポリシーを作成します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreatePolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const myManagedPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
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Effect: "Allow",
Action: "logs:CreateLogGroup",
Resource: "RESOURCE_ARN", // RESOURCE_ARN
},
{
Effect: "Allow",
Action: [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem",
],
Resource: "DYNAMODB_POLICY_NAME", // DYNAMODB_POLICY_NAME; For example,
"myDynamoDBName".
},
],
};
export const params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: "IAM_POLICY_NAME",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreatePolicyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreatePolicyリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var myManagedPolicy = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "logs:CreateLogGroup",
"Resource": "RESOURCE_ARN"
},
{
"Effect": "Allow",
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};

]

}

"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": "RESOURCE_ARN"

var params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: 'myDynamoDBPolicy',
};
iam.createPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ロールを作成します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Sample assume role policy JSON.
const role_json = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
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{

],

},

Effect: "Allow",
Principal: {
AWS: "USER_ARN", // The ARN of the user.
},
Action: "sts:AssumeRole",

};
// Stringify the assume role policy JSON.
const myJson = JSON.stringify(role_json);
// Set the parameters.
const params = {
AssumeRolePolicyDocument: myJson,
Path: "/",
RoleName: "ROLE_NAME"
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateRoleCommand(params));
console.log("Success. Role created. Role Arn: ", data.Role.RoleName);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateRoleリファレンスのを参照してくださ
い。

サービスにリンクされたロールを作成します
次のコード例は、IAM サービスにリンクされたロールを作成する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

サービスにリンクされたロールを作成します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateServiceLinkedRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
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AWSServiceName: "AWS_SERVICE_NAME" /* required */,
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new CreateServiceLinkedRoleCommand(params)
);
console.log("Success", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateServiceLinkedRole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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ユーザーを作成します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetUserCommand, CreateUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { UserName: "USER_NAME" }; //USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetUserCommand(params));
console.log(
"User " + "USER_NAME" + " already exists",
data.User.UserId
);
return data;
} catch (err) {
try {
const results = await iamClient.send(new CreateUserCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;

488

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
IAM
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateUserリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2]
};
iam.getUser(params, function(err, data) {
if (err && err.code === 'NoSuchEntity') {
iam.createUser(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});
} else {
console.log("User " + process.argv[2] + " already exists", data.User.UserId);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

アクセスキーを作成します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {UserName: "IAM_USER_NAME"}; //IAM_USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateAccessKeyリファレンスのを参照して
ください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.createAccessKey({UserName: 'IAM_USER_NAME'}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.AccessKey);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

アカウントエイリアスを作成します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateAccountAliasCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccountAlias: "ACCOUNT_ALIAS" }; //ACCOUNT_ALIAS
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateAccountAliasCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateAccountAliasリファレンスのを参照して
ください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
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// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.createAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ポリシーを削除します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeletePolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = { PolicyArn: "POLICY_ARN"};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeletePolicyCommand(params));
console.log("Success. Policy deleted.", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeletePolicyリファレンスのを参照してくださ
い。
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ロールの削除
次のコード例は、IAM ロールを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ロールを削除します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
RoleName: "ROLE_NAME"
}
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteRoleCommand(params));
console.log("Success. Role deleted.", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteRoleリファレンスのを参照してくださ
い。

サーバー証明書の削除
次のコード例は、IAM サーバー証明書を削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
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const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

サーバー証明書を削除します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" }; //
CERTIFICATE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new DeleteServerCertificateCommand(params)
);
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteServerCertificateリファレンスのを参照
してください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.deleteServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'}, function(err,
data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteServerCertificateリファレンスのを参照
してください。
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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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ユーザーを削除。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteUserCommand, GetUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { UserName: "USER_NAME" }; //USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetUserCommand(params));
return data;
try {
const results = await iamClient.send(new DeleteUserCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} catch (err) {
console.log("User " + "USER_NAME" + " does not exist.");
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteUserリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
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AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2]
};
iam.getUser(params, function(err, data) {
if (err && err.code === 'NoSuchEntity') {
console.log("User " + process.argv[2] + " does not exist.");
} else {
iam.deleteUser(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

アクセスキーを削除します
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID", // ACCESS_KEY_ID
UserName: "USER_NAME", // USER_NAME
};
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export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteAccessKeyリファレンスのを参照してく
ださい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID',
UserName: 'USER_NAME'
};
iam.deleteAccessKey(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
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import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

アカウントエイリアスを削除します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteAccountAliasCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccountAlias: "ALIAS" }; // ALIAS
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteAccountAliasCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteAccountAliasリファレンスのを参照して
ください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.deleteAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteAccountAliasリファレンスのを参照して
ください。
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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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ポリシーをデタッチします。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {
ListAttachedRolePoliciesCommand,
DetachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { RoleName: "ROLE_NAME" }; //ROLE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new ListAttachedRolePoliciesCommand(params)
);
const myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (_val, index) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
try {
await iamClient.send(
new DetachRolePolicyCommand(paramsRoleList)
);
console.log("Policy detached from role successfully");
process.exit();
} catch (err) {
console.log("Unable to detach policy from role", err);
}
} else {
}
});
return data;
} catch (err) {
console.log("User " + "USER_NAME" + " does not exist.");
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DetachRolePolicyリファレンスのを参照してく
ださい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var paramsRoleList = {
RoleName: process.argv[2]
};
iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') {
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess',
RoleName: process.argv[2]
};
iam.detachRolePolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Unable to detach policy from role", err);
} else {
console.log("Policy detached from role successfully");
process.exit();
}
});
}
});
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DetachRolePolicyリファレンスのを参照してく
ださい。

ポリシーの取得
次のコード例は、IAM ポリシーの取得方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
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import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ポリシーを取得します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
PolicyArn: "POLICY_ARN" /* required */,
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetPolicyCommand(params));
console.log("Success", data.Policy);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetPolicyリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute'
};
iam.getPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Policy.Description);
}
});
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• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetPolicyリファレンスのを参照してくださ
い。

ロールの取得
次のコード例は、IAM ロールを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ロールを取得します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
RoleName: "ROLE_NAME" /* required */
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetRoleCommand(params));
console.log("Success", data.Role);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetRoleリファレンスのを参照してください。

サーバー証明書の取得
次のコード例は、IAM サーバー証明書を取得する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

サーバー証明書を取得します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" }; //CERTIFICATE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetServerCertificateCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetServerCertificateリファレンスのを参照し
てください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.getServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'}, function(err,
data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetServerCertificateリファレンスのを参照し
てください。

アクセスキーの最後の使用に関するデータを取得する
次のコード例は、IAM アクセスキーの最後の使用に関するデータを取得する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

アクセスキーを取得します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetAccessKeyLastUsedCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID" }; //ACCESS_KEY_ID
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetAccessKeyLastUsedCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetAccessKeyLastUsedリファレンスのを参照
してください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
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// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.getAccessKeyLastUsed({AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID'}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.AccessKeyLastUsed);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetAccessKeyLastUsedリファレンスのを参照
してください。

アカウントのパスワードポリシーを取得する
次のコード例は、IAM アカウントのパスワードポリシーを取得する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

アカウントのパスワードポリシーを取得します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetAccountPasswordPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetAccountPasswordPolicyCommand({}));
console.log("Success", data.PasswordPolicy);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetAccountPasswordPolicyリファレンスのを
参照してください。
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SAML プロバイダーの一覧表示
次のコード例は、IAM の SAML プロバイダーを一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

SAML プロバイダーを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListSAMLProvidersCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListSAMLProvidersCommand({}));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListSAMLProviders」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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };
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アクセスキーを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListAccessKeysCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
MaxItems: 5,
UserName: "IAM_USER_NAME", //IAM_USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListAccessKeysCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListAccessKeysリファレンスのを参照してく
ださい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
MaxItems: 5,
UserName: 'IAM_USER_NAME'
};
iam.listAccessKeys(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListAccessKeysリファレンスのを参照してく
ださい。
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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一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

アカウントエイリアスを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListAccountAliasesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { MaxItems: 5 };
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListAccountAliasesCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListAccountAliasesリファレンスのを参照して
ください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
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iam.listAccountAliases({MaxItems: 10}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListAccountAliasesリファレンスのを参照して
ください。

グループの一覧表示
次のコード例は、IAM グループを一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

グループを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListGroupsCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
RoleName: 'ROLE_NAME', /* This is a number value. Required */
Marker: 'MARKER', /* This is a string value. Optional */
MaxItems: 'MAX_ITEMS' /* This is a number value. Optional */
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListGroupsCommand({}));
console.log("Success", data.Groups);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListGroupsリファレンスのを参照してくださ
い。
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ロールのインラインポリシーを一覧表示する
次のコード例は、IAM ロール用のインラインポリシーを一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ポリシーを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListRolePoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
RoleName: 'ROLE_NAME', /* This is a number value. Required */
Marker: 'MARKER', /* This is a string value. Optional */
MaxItems: 'MAX_ITEMS' /* This is a number value. Optional */
};
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListRolePoliciesCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListRolePoliciesリファレンスのを参照してく
ださい。

ポリシーの一覧表示
次のコード例は、IAM ポリシーを一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
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import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ポリシーを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListPoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
Marker: 'MARKER',
MaxItems: 'MAX_ITEMS',
OnlyAttached: "ONLY_ATTACHED", /* Options are "true" or "false"*/
PathPrefix: 'PATH_PREFIX',
PolicyUsageFilter: "POLICY_USAGE_FILTER", /* Options are "PermissionsPolicy" or
"PermissionsBoundary"*/
Scope: "SCOPE" /* Options are "All", "AWS", "Local"*/
};
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListPoliciesCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListPoliciesリファレンスのを参照してくださ
い。

ロールにアタッチされたポリシーの一覧表示
次のコード例は、IAM ロールにアタッチされたポリシーを一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };
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ロールにアタッチされたポリシーを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListAttachedRolePoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
RoleName: 'ROLE_NAME' /* required */
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListAttachedRolePoliciesCommand(params));
console.log("Success", data.AttachedPolicies);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListAttachedRolePoliciesリファレンスのを参
照してください。

ロールの一覧表示
次のコード例は、IAM ロールを一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ロールを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListRolesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
Marker: 'MARKER', // This is a string value.
MaxItems: 'MAX_ITEMS' // This is a number value.
};
const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListRolesCommand(params));
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};
run();

console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListRolesリファレンスのを参照してくださ
い。

サーバー証明書の一覧表示
次のコード例は、IAM サーバー証明書の一覧表示の方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

証明書を一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListServerCertificatesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListServerCertificatesCommand({}));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListServerCertificatesリファレンスのを参照し
てください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.listServerCertificates({}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListServerCertificates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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ユーザーを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListUsersCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { MaxItems: 10 };
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListUsersCommand(params));
return data;
const users = data.Users || [];
users.forEach(function (user) {
console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate);
});
} catch (err) {
console.log("Error", err);
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}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListUsersリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
MaxItems: 10
};
iam.listUsers(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
var users = data.Users || [];
users.forEach(function(user) {
console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate);
});
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListUsersリファレンスのを参照してくださ
い。

サーバー証明書の更新
以下のコード例は、IAM サーバー証明書を更新する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
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const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

サーバー証明書を更新します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME", //CERTIFICATE_NAME
NewServerCertificateName: "NEW_CERTIFICATE_NAME", //NEW_CERTIFICATE_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new UpdateServerCertificateCommand(params)
);
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UpdateServerCertificateリファレンスのを参照
してください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME',
NewServerCertificateName: 'NEW_CERTIFICATE_NAME'
};
iam.updateServerCertificate(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});
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• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UpdateServerCertificate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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

ユーザーを更新します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
UserName: "ORIGINAL_USER_NAME", //ORIGINAL_USER_NAME
NewUserName: "NEW_USER_NAME", //NEW_USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new UpdateUserCommand(params));
console.log("Success, username updated");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UpdateUserリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2],
NewUserName: process.argv[3]
};
iam.updateUser(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

アクセスキーを更新します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID", //ACCESS_KEY_ID
Status: "Active",
UserName: "USER_NAME", //USER_NAME
};
export const run = async () => {
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try {
const data = await iamClient.send(new UpdateAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UpdateAccessKeyリファレンスのを参照して
ください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID',
Status: 'Active',
UserName: 'USER_NAME'
};
iam.updateAccessKey(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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
次のコードの例は以下の方法を示しています。
•
•
•
•

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 Amazon S3 バケットを一覧表示します。
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• ポリシー、ロール、ユーザーを削除します。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon S3 service client object.
export const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });

IAM ユーザーと、Amazon S3 バケットを一覧表示するアクセス権限を付与するロールを作成します。
ユーザーには、ロールの引き受けのみ権限があります。ロールを引き受けた後、一時的な認証情報を
使用してアカウントのバケットを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient, REGION } from "../libs/iamClient.js"; // Helper function that
creates an IAM service client module.
import {
CreateUserCommand,
CreateAccessKeyCommand,
CreatePolicyCommand,
CreateRoleCommand,
AttachRolePolicyCommand,
AttachUserPolicyCommand,
DeleteAccessKeyCommand,
DeleteUserCommand,
DeleteRoleCommand,
DeletePolicyCommand,
DetachUserPolicyCommand,
DetachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { ListBucketsCommand, S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { AssumeRoleCommand, STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
if (process.argv.length < 6) {
console.log(
"Usage: node iam_basics.js <user name> <s3 policy name> <role name> <assume
policy name>\n" +
"Example: node iam_basics.js test-user my-s3-policy my-iam-role my-assume-role"
);
}
// Set the parameters.
const region = REGION;
const userName = process.argv[2];
const s3_policy_name = process.argv[3];
const role_name = process.argv[4];
const assume_policy_name = process.argv[5];
// Helper function to delay running the code while the AWS service calls wait for
responses.
function wait(ms) {
var start = Date.now();
var end = start
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}

while (end < start + ms){
end = Date.now()
}

export const run = async (
userName,
s3_policy_name,
role_name,
assume_policy_name
) => {
try {
// Create a new user.
const user_params = { UserName: userName };
console.log("\nCreating a user name " + user_params.UserName + "...\n");
const data = await iamClient.send(
new CreateUserCommand({ UserName: userName })
);
const user_arn = data.User.Arn;
const user_name = data.User.UserName;
console.log(
"User with name" + user_name + " and ARN " + user_arn + " created."
);
try {
// Create access keys for the new user.
console.log(
"\nCreating access keys for " + user_params.UserName + "...\n"
);
const access_key_params = { UserName: user_name };
const data = await iamClient.send(
new CreateAccessKeyCommand(access_key_params)
);
console.log("Success. Access key created: ", data.AccessKey.AccessKeyId);
var myAccessKey = data.AccessKey.AccessKeyId;
var mySecretAccessKey = data.AccessKey.SecretAccessKey;
try {
// Attempt to list S3 buckets.
console.log(
"\nWaiting 10 seconds for user and access keys to be created...\n"
);
wait(10000);
console.log(
"Attempt to list S3 buckets with the new user (without permissions)...\n"
);
// Use the credentials for the new user that you created.
var user_creds = {
accessKeyId: myAccessKey,
secretAccessKey: mySecretAccessKey,
};
const s3Client = new S3Client({
credentials: user_creds,
region: region,
});
await s3Client.send(new ListBucketsCommand({}));
} catch (err) {
console.log(
"Error. As expected the new user has no permissions to list buckets. ",
err.stack
);
console.log(
"\nCreating policy to allow the new user to list all buckets, and to assume
an STS role...\n"
);
const myManagedPolicy = {
Version: "2012-10-17",
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Statement: [
{
Effect: "Allow",
Action: ["s3:ListAllMyBuckets", "sts:AssumeRole"],
Resource: "*",
},
],
};
const policy_params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: s3_policy_name, // Name of the new policy.
};
const data = await iamClient.send(
new CreatePolicyCommand(policy_params)
);
console.log(
"Success. Policy created that allows listing of all S3 buckets.\n" +
"Policy ARN: " +
data.Policy.Arn +
"\n" +
"Policy name: " +
data.Policy.PolicyName +
"\n"
);
var s3_policy_arn = data.Policy.Arn;
try {
console.log(
"\nCreating a role with a trust policy that lets the user assume the
role....\n"
);
const role_json = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Principal: {
AWS: user_arn, // The ARN of the user.
},
Action: "sts:AssumeRole",
},
],
};
const myJson = JSON.stringify(role_json);
const role_params = {
AssumeRolePolicyDocument: myJson, // Trust relationship policy document.
Path: "/",
RoleName: role_name // The name of the new role.
};
const data = await iamClient.send(new CreateRoleCommand(role_params));
console.log("Success. Role created. Role Arn: ", data.Role.Arn);
const role_arn = data.Role.Arn;
try {
console.log(
"\nAttaching to the role the policy with permissions to list all
buckets....\n"
);
const params = {
PolicyArn: s3_policy_arn,
RoleName: role_name,
};
await iamClient.send(new AttachRolePolicyCommand(params));
console.log("Success. Policy attached successfully to role.");
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try {
console.log(
"\nCreate a policy that enables the user to assume the role ....\n"
);
const myNewPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Action: ["sts:AssumeRole"],
Resource: role_arn,
},
],
};
const policy_params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myNewPolicy),
PolicyName: assume_policy_name,
};
const data = await iamClient.send(
new CreatePolicyCommand(policy_params)
);
console.log(
"Success. Policy created. Policy ARN: " + data.Policy.Arn
);
const assume_policy_arn = data.Policy.Arn;
try {
console.log("\nAttaching the policy to the user.....\n");
const attach_policy_to_user_params = {
PolicyArn: assume_policy_arn,
UserName: user_name,
};
await iamClient.send(
new AttachUserPolicyCommand(attach_policy_to_user_params)
);
console.log(
"\nWaiting 10 seconds for policy to be attached...\n"
);
wait(10000);
console.log(
"Success. Policy attached to user " + user_name + "."
);
try {
console.log(
"\nAssume for the user the role with permission to list all
buckets....\n"
);
const assume_role_params = {
RoleArn: role_arn, //ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME
RoleSessionName: "session1",
DurationSeconds: 900,
};
// Create an AWS STS client with the credentials for the user.
Remember, the user has permissions to assume roles using AWS STS.
const stsClientWithUsersCreds = new STSClient({
credentials: user_creds,
region: REGION,
});
const data = await stsClientWithUsersCreds.send(
new AssumeRoleCommand(assume_role_params)
);
console.log(
"Success assuming role. Access key id is " +
data.Credentials.AccessKeyId +
"\n" +
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);

"Secret access key is " +
data.Credentials.SecretAccessKey

const newAccessKey = data.Credentials.AccessKeyId;
const newSecretAccessKey = data.Credentials.SecretAccessKey;
console.log(
"\nWaiting 10 seconds for the user to assume the role with
permission to list all buckets...\n"
);
wait(10000);
// Set the parameters for the temporary credentials. This grants
permission to list S3 buckets.
var new_role_creds = {
accessKeyId: newAccessKey,
secretAccessKey: newSecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
};
try {
console.log(
"Listing the S3 buckets using the credentials of the assumed
role... \n"
);
// Create an S3 client with the temporary credentials.
const s3ClientWithNewCreds = new S3Client({
credentials: new_role_creds,
region: REGION,
});
const data = await s3ClientWithNewCreds.send(
new ListBucketsCommand({})
);
console.log("Success. Your S3 buckets are:", data.Buckets);
try {
console.log(
"Detaching s3 policy from user " + userName + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DetachUserPolicyCommand({
PolicyArn: assume_policy_arn,
UserName: userName,
})
);
console.log("Success, S3 policy detached from user.");
try {
console.log(
"Detaching role policy from " + role_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DetachRolePolicyCommand({
PolicyArn: s3_policy_arn,
RoleName: role_name,
})
);
console.log(
"Success, assume policy detached from role."
);
try {
console.log("Deleting s3 policy ... \n");
await iamClient.send(
new DeletePolicyCommand({
PolicyArn: s3_policy_arn,
})
);
console.log("Success, S3 policy deleted.");
try {
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console.log("Deleting assume role policy ... \n");
await iamClient.send(
new DeletePolicyCommand({
PolicyArn: assume_policy_arn,
})
);
try {
console.log("Deleting access keys ... \n");
await iamClient.send(
new DeleteAccessKeyCommand({
UserName: userName,
AccessKeyId: myAccessKey,
})
);
try {
console.log(
"Deleting user " + user_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DeleteUserCommand({ UserName: userName })
);
console.log("Success, user deleted.");
try {
console.log(
"Deleting role " + role_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DeleteRoleCommand({
RoleName: role_name,
})
);
console.log("Success, role deleted.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error deleting role .", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting user.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting access keys.", err);
}
} catch (err) {
console.log(
"Error detaching assume role policy from user.",
err
);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting role.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting user.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error detaching S3 policy from role.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error listing S3 buckets.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error assuming role.", err);
process.exit(1);
}
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} catch (err) {
console.log(
"Error adding permissions to user to assume role.",
err
);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error assuming role.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating policy. ", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error attaching policy to role.", err);
process.exit(1);
}

}
} catch (err) {
console.log("Error creating access keys. ", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating user. ", err);
}
};
run(userName, s3_policy_name, role_name, assume_policy_name);

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

JavaScript V3 用 SDK を使用したLambda 例
次のコード例は、Lambda でAWS SDK for JavaScript V3 を使用してアクションを実行する方法を示して
います。
「アクション」は、個々の Lambda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、複数の Lambda 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. 527)
• シナリオ (p. 530)

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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const createFunction = async (funcName, roleArn) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const code = await zip(`${dirname}../functions/${funcName}`);
const command = new CreateFunctionCommand({
Code: { ZipFile: code },
FunctionName: funcName,
Role: roleArn,
Architectures: [Architecture.arm64],
Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const deleteFunction = (funcName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new DeleteFunctionCommand({ FunctionName: funcName });
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteFunctionリファレンスのを参照してくだ
さい。
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関数を取得する
以下のコード例は、Lambda 関数を取得する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const getFunction = (funcName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new GetFunctionCommand({ FunctionName: funcName });
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetFunction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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
const invoke = async (funcName, payload) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new InvokeCommand({
FunctionName: funcName,
Payload: JSON.stringify(payload),
LogType: LogType.Tail,
});
const { Payload, LogResult } = await client.send(command);
const result = Buffer.from(Payload).toString();
const logs = Buffer.from(LogResult, "base64").toString();
return { logs, result };
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「[Invoke]」(呼び出し) を
参照してください。

関数の一覧表示
以下のコード例は、Lambda 関数を一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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const listFunctions = async () => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new ListFunctionsCommand({});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListFunctionsリファレンスのを参照してくださ
い。

関数コードの更新
以下のコード例は、Lambda 関数を更新する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

const updateFunctionCode = async (funcName, newFunc) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const code = await zip(`${dirname}../functions/${newFunc}`);
const command = new UpdateFunctionCodeCommand({
ZipFile: code,
FunctionName: funcName,
Architectures: [Architecture.arm64],
Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UpdateFunctionCodeリファレンスのを参照し
てください。

関数の設定を更新する
以下のコード例は、Lambda 関数の設定を更新する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

const updateFunctionConfiguration = async (funcName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const config = readFileSync(
`${dirname}../functions/${funcName}/config.json`
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).toString();
const command = new UpdateFunctionConfigurationCommand({
...JSON.parse(config),
FunctionName: funcName,
});
return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UpdateFunctionConfigurationリファレンスの
を参照してください。

シナリオ
関数の使用を開始します
次のコードの例は以下の方法を示しています。
• AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成して、Lambda にログへの書き込み権限を付
与します。
• Lambda 関数を作成し、ハンドラーコードをアップロードします。
• 1 つのパラメーターで関数を呼び出して、結果を取得します。
• 関数コードを更新し、Lambda 環境を環境可変で設定します。
• 新しいパラメーターで関数を呼び出して、結果を取得します。呼び出しから返された実行ログを表示し
ます。
• アカウントの関数を一覧表示します。
• IAM ロールと Ｌambda 関数を削除します。
詳細については、「コンソールで Lambda 関数を作成する」を参照してください。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成して、Lambda にログへの書き込み権限を
付与します。
log(`Creating role (${NAME_ROLE_LAMBDA})...`);
const response = await createRole({
AssumeRolePolicyDocument: parseString({
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Principal: {
Service: "lambda.amazonaws.com",
},
Action: "sts:AssumeRole",
},
],
}),
RoleName: NAME_ROLE_LAMBDA,
});
const attachRolePolicy = async (roleName, policyArn) => {

530

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
Lambda
const client = createClientForDefaultRegion(IAMClient);
const command = new AttachRolePolicyCommand({
PolicyArn: policyArn, // For example, arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole
RoleName: roleName, // For example, lambda-basic-execution-role
});
return client.send(command);
};

Lambda 関数を作成し、ハンドラーコードをアップロードします。
const createFunction = async (funcName, roleArn) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const code = await zip(`${dirname}../functions/${funcName}`);
const command = new CreateFunctionCommand({
Code: { ZipFile: code },
FunctionName: funcName,
Role: roleArn,
Architectures: [Architecture.arm64],
Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
});
return client.send(command);
};

1 つのパラメーターで関数を呼び出して、結果を取得します。
const invoke = async (funcName, payload) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new InvokeCommand({
FunctionName: funcName,
Payload: JSON.stringify(payload),
LogType: LogType.Tail,
});
const { Payload, LogResult } = await client.send(command);
const result = Buffer.from(Payload).toString();
const logs = Buffer.from(LogResult, "base64").toString();
return { logs, result };
};

関数コードを更新し、Lambda 環境を環境可変で設定します。
const updateFunctionCode = async (funcName, newFunc) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const code = await zip(`${dirname}../functions/${newFunc}`);
const command = new UpdateFunctionCodeCommand({
ZipFile: code,
FunctionName: funcName,
Architectures: [Architecture.arm64],
Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
});
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return client.send(command);
};
const updateFunctionConfiguration = async (funcName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const config = readFileSync(
`${dirname}../functions/${funcName}/config.json`
).toString();
const command = new UpdateFunctionConfigurationCommand({
...JSON.parse(config),
FunctionName: funcName,
});
return client.send(command);
};

アカウントの関数を一覧表示します。
const listFunctions = async () => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new ListFunctionsCommand({});
return client.send(command);
};

IAM ロールと Ｌambda 関数を削除します。
const deleteRole = (roleName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(IAMClient);
const command = new DeleteRoleCommand({ RoleName: roleName });
return client.send(command);
};
const deleteFunction = (funcName) => {
const client = createClientForDefaultRegion(LambdaClient);
const command = new DeleteFunctionCommand({ FunctionName: funcName });
return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• CreateFunction
• DeleteFunction
• GetFunction
• 呼び出し
• ListFunctions
• UpdateFunctionCode
• UpdateFunctionConfiguration

JavaScript V3 用 SDK を使用した Amazon
Personalize 例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 を使用して Amazon Personalize 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Amazon Personalize 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、複数の Amazon Personalize 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. 533)

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の作成方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateBatchInferenceJobCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the batch inference job's parameters.
export const createBatchInferenceJobParam = {
jobName: 'JOB_NAME',
jobInput: {
/* required */
s3DataSource: {
/* required */
path: 'INPUT_PATH', /* required */
// kmsKeyArn: 'INPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */'
}
},
jobOutput: {
/* required */
s3DataDestination: {
/* required */
path: 'OUTPUT_PATH', /* required */
// kmsKeyArn: 'OUTPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */'
}
},
roleArn: 'ROLE_ARN', /* required */
solutionVersionArn: 'SOLUTION_VERSION_ARN', /* required */
numResults: 20 /* optional integer*/
};
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateBatchInferenceJobCommand(createBatchInferenceJobParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
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}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateBatchInferenceJobリファレンスのを参
照してください。

バッチセグメントジョブの作成
次のコード例は、Amazon Personalize バッチセグメントジョブを作成する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateBatchSegmentJobCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the batch segment job's parameters.
export const createBatchSegmentJobParam = {
jobName: 'NAME',
jobInput: {
/* required */
s3DataSource: {
/* required */
path: 'INPUT_PATH', /* required */
// kmsKeyArn: 'INPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */'
}
},
jobOutput: {
/* required */
s3DataDestination: {
/* required */
path: 'OUTPUT_PATH', /* required */
// kmsKeyArn: 'OUTPUT_KMS_KEY_ARN' /* optional */'
}
},
roleArn: 'ROLE_ARN', /* required */
solutionVersionArn: 'SOLUTION_VERSION_ARN', /* required */
numResults: 20 /* optional */
};
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateBatchSegmentJobCommand(createBatchSegmentJobParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateBatchSegmentJob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 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateCampaignCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the campaign's parameters.
export const createCampaignParam = {
solutionVersionArn: 'SOLUTION_VERSION_ARN', /* required */
name: 'NAME', /* required */
minProvisionedTPS: 1
/* optional integer */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateCampaignCommand(createCampaignParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
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import { CreateDatasetCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the dataset's parameters.
export const createDatasetParam = {
datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN', /* required */
datasetType: 'DATASET_TYPE', /* required */
name: 'NAME', /* required */
schemaArn: 'SCHEMA_ARN' /* required */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateDatasetCommand(createDatasetParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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の作成
次のコード例は、Amazon Personalize データセットのエクスポートジョブを作成する方法を示していま
す。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateDatasetExportJobCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the export job parameters.
export const datasetExportJobParam = {
datasetArn: 'DATASET_ARN', /* required */
jobOutput: {
s3DataDestination: {
path: 'S3_DESTINATION_PATH' /* required */
//kmsKeyArn: 'ARN' /* include if your bucket uses AWS KMS for encryption
}
},
jobName: 'NAME',/* required */
roleArn: 'ROLE_ARN' /* required */
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}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateDatasetExportJobCommand(datasetExportJobParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateDatasetExportJobリファレンスのを参
照してください。

データセットのグループを作成します。
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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateDatasetGroupCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the dataset group parameters.
export const createDatasetGroupParam = {
name: 'NAME' /* required */
}
export const run = async (createDatasetGroupParam) => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateDatasetGroupCommand(createDatasetGroupParam));
console.log("Success", response);
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run(createDatasetGroupParam);

ドメインデータセットグループを作成します。
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateDatasetGroupCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
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import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the domain dataset group parameters.
export const domainDatasetGroupParams = {
name: 'NAME', /* required */
domain: 'DOMAIN'
/* required for a domain dsg, specify ECOMMERCE or VIDEO_ON_DEMAND
*/
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateDatasetGroupCommand(domainDatasetGroupParams));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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の作成
次のコード例は、Amazon Personalize データセットのインポートジョブを作成する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import {CreateDatasetImportJobCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the dataset import job parameters.
export const datasetImportJobParam = {
datasetArn: 'DATASET_ARN', /* required */
dataSource: { /* required */
dataLocation: 'S3_PATH'
},
jobName: 'NAME',/* required */
roleArn: 'ROLE_ARN' /* required */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateDatasetImportJobCommand(datasetImportJobParam));
console.log("Success", response);

538

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
Amazon Personalize
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateSchemaCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
import fs from 'fs';
let schemaFilePath = "SCHEMA_PATH";
let mySchema = "";
try {
mySchema = fs.readFileSync(schemaFilePath).toString();
} catch (err) {
mySchema = 'TEST' // for unit tests.
}
// Set the domain schema parameters.
export const createDomainSchemaParam = {
name: 'NAME', /* required */
schema: mySchema, /* required */
domain: 'DOMAIN'
/* required for a domain dataset group, specify ECOMMERCE or
VIDEO_ON_DEMAND */
};
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateSchemaCommand(createDomainSchemaParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateFilterCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the filter's parameters.
export const createFilterParam = {
datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN', /* required */
name: 'NAME', /* required */
filterExpression: 'FILTER_EXPRESSION' /*required */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateFilterCommand(createFilterParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateFilterリファレンスのを参照してくださ
い。

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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateRecommenderCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
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// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the recommender's parameters.
export const createRecommenderParam = {
name: 'NAME', /* required */
recipeArn: 'RECIPE_ARN', /* required */
datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN' /* required */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateRecommenderCommand(createRecommenderParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateSchemaCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
import fs from 'fs';
let schemaFilePath = "SCHEMA_PATH";
let mySchema = "";
try {
mySchema = fs.readFileSync(schemaFilePath).toString();
} catch (err) {
mySchema = 'TEST' // For unit tests.
}
// Set the schema parameters.
export const createSchemaParam = {
name: 'NAME', /* required */
schema: mySchema /* required */
};
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export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateSchemaCommand(createSchemaParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateSolutionCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the solution parameters.
export const createSolutionParam = {
datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN', /* required */
recipeArn: 'RECIPE_ARN', /* required */
name: 'NAME' /* required */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateSolutionCommand(createSolutionParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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を作成する
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。
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SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateSolutionVersionCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the solution version parameters.
export const solutionVersionParam = {
solutionArn: 'SOLUTION_ARN' /* required */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateSolutionVersionCommand(solutionVersionParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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を作成します。
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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateEventTrackerCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize";
import { personalizeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeClient = new PersonalizeClient({ region: "REGION"});
// Set the event tracker's parameters.
export const createEventTrackerParam = {
datasetGroupArn: 'DATASET_GROUP_ARN', /* required */
name: 'NAME', /* required */
}
export const run = async () => {
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try {
const response = await personalizeClient.send(new
CreateEventTrackerCommand(createEventTrackerParam));
console.log("Success", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateEventTrackerリファレンスのを参照し
てください。

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イベントデータを Amazon Personalize Events にする
方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { PutItemsCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-events";
import { personalizeEventsClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeEventsClient = new PersonalizeEventsClient({ region: "REGION"});
// Set the put items parameters. For string properties and values, use the \ character
to escape quotes.
var putItemsParam = {
datasetArn: 'DATASET_ARN', /* required */
items: [
/* required */
{
'itemId': 'ITEM_ID', /* required */
'properties': "{\"PROPERTY1_NAME\": \"PROPERTY1_VALUE\", \"PROPERTY2_NAME\":
\"PROPERTY2_VALUE\", \"PROPERTY3_NAME\": \"PROPERTY3_VALUE\"}"
/* optional */
}
]
};
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeEventsClient.send(new
PutItemsCommand(putItemsParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutItemsリファレンスのを参照してくださ
い。
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JavaScript V3 用 SDK を使用した Amazon
Personalize イベントの例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 を使用して Amazon Personalize Events 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Amazon Personalize Events 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、複数の Amazon Personalize Events 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. 545)

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イベントデータを Amazon Personalize Events にする
方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { PutEventsCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-events";
import { personalizeEventsClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeEventsClient = new PersonalizeEventsClient({ region: "REGION"});
// Convert your UNIX timestamp to a Date.
const sentAtDate = new Date(1613443801 * 1000) // 1613443801 is a testing value.
Replace it with your sentAt timestamp in UNIX format.
// Set put events parameters.
var putEventsParam = {
eventList: [
/* required */
{
eventType: 'EVENT_TYPE',
/* required */
sentAt: sentAtDate,
/* required, must be a Date with js */
eventId: 'EVENT_ID',
/* optional */
itemId: 'ITEM_ID'
/* optional */
}
],
sessionId: 'SESSION_ID',
/* required */
trackingId: 'TRACKING_ID', /* required */
userId: 'USER_ID' /* required */
};
export const run = async () => {
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try {
const response = await personalizeEventsClient.send(new
PutEventsCommand(putEventsParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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、Amazon Personalize Events Events Events Events にユーザーを作成する方法を示して
います。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { PutUsersCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-events";
import { personalizeEventsClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeEventsClient = new PersonalizeEventsClient({ region: "REGION"});
// Set the put users parameters. For string properties and values, use the \ character
to escape quotes.
var putUsersParam = {
datasetArn: "DATASET_ARN",
users: [
{
'userId': 'USER_ID',
'properties': "{\"PROPERTY1_NAME\": \"PROPERTY1_VALUE\"}"
}
]
};
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeEventsClient.send(new
PutUsersCommand(putUsersParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutUsersリファレンスのを参照してくださ
い。
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JavaScript V3 用 SDK を使用した Amazon
Personalize ランタイムの例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 を使用して Amazon Personalize Runtime 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Amazon Personalize Runtime 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、複数の Amazon Personalize Runtime 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. 547)

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 Resource 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { GetPersonalizedRankingCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-runtime";
import { personalizeRuntimeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeRuntimeClient = new PersonalizeRuntimeClient({ region: "REGION"});
// Set the ranking request parameters.
export const getPersonalizedRankingParam = {
campaignArn: "CAMPAIGN_ARN", /* required */
userId: 'USER_ID',
/* required */
inputList: ["ITEM_ID_1", "ITEM_ID_2", "ITEM_ID_3", "ITEM_ID_4"]
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeRuntimeClient.send(new
GetPersonalizedRankingCommand(getPersonalizedRankingParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetPersonalizedRankingリファレンスのを参
照してください。

レコメンダー (ドメインデータセットグループ) からレコメンデーションを取得
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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 service clients module and commands using ES6 syntax.
import { GetRecommendationsCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-runtime";
import { personalizeRuntimeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeRuntimeClient = new PersonalizeRuntimeClient({ region: "REGION"});
// Set the recommendation request parameters.
export const getRecommendationsParam = {
campaignArn: 'CAMPAIGN_ARN', /* required */
userId: 'USER_ID',
/* required */
numResults: 15
/* optional */
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeRuntimeClient.send(new
GetRecommendationsCommand(getRecommendationsParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

フィルター (カスタムデータセットグループ) を使用してレコメンデーションを取得します。
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { GetRecommendationsCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-runtime";
import { personalizeRuntimeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here.
// const personalizeRuntimeClient = new PersonalizeRuntimeClient({ region: "REGION"});
// Set the recommendation request parameters.
export const getRecommendationsParam = {
recommenderArn: 'RECOMMENDER_ARN', /* required */
userId: 'USER_ID',
/* required */
numResults: 15
/* optional */
}
export const run = async () => {
try {
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const response = await personalizeRuntimeClient.send(new
GetRecommendationsCommand(getRecommendationsParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

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フィルタリングされたレコメンデー
ションを取得します。
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { GetRecommendationsCommand } from
"@aws-sdk/client-personalize-runtime";
import { personalizeRuntimeClient } from "./libs/personalizeClients.js";
// Or, create the client here:
// const personalizeRuntimeClient = new PersonalizeRuntimeClient({ region: "REGION"});
// Set recommendation request parameters.
export const getRecommendationsParam = {
campaignArn: 'CAMPAIGN_ARN', /* required */
userId: 'USER_ID',
/* required */
numResults: 15,
/* optional */
filterArn: 'FILTER_ARN',
/* required to filter recommendations */
filterValues: {
"PROPERTY": "\"VALUE\"" /* Only required if your filter has a placeholder
parameter */
}
}
export const run = async () => {
try {
const response = await personalizeRuntimeClient.send(new
GetRecommendationsCommand(getRecommendationsParam));
console.log("Success!", response);
return response; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetRecommendationsリファレンスのを参照
してください。

JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon Pinpoint
例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 と Amazon Pinpoint 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、Amazon Pinpoint 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、複数の Amazon Pinpoint 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。
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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. 550)

アクション
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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { PinpointClient } from "@aws-sdk/client-pinpoint";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
//Set the MediaConvert Service Object
const pinClient = new PinpointClient({region: REGION});
export { pinClient };

E メールメッセージを送信します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { SendMessagesCommand } from "@aws-sdk/client-pinpoint";
import { pinClient } from "./libs/pinClient.js";
// The FromAddress must be verified in SES.
const fromAddress = "FROM_ADDRESS";
const toAddress = "TO_ADDRESS";
const projectId = "PINPOINT_PROJECT_ID";
// The subject line of the email.
var subject = "Amazon Pinpoint Test (AWS SDK for JavaScript in Node.js)";
// The email body for recipients with non-HTML email clients.
var body_text = `Amazon Pinpoint Test (SDK for JavaScript in Node.js)
---------------------------------------------------This email was sent with Amazon Pinpoint using the AWS SDK for JavaScript in Node.js.
For more information, see https://aws.amazon.com/sdk-for-node-js/`;
// The body of the email for recipients whose email clients support HTML content.
var body_html = `<html>
<head></head>
<body>
<h1>Amazon Pinpoint Test (SDK for JavaScript in Node.js)</h1>
<p>This email was sent with
<a href='https://aws.amazon.com/pinpoint/'>the Amazon Pinpoint Email API</a> using
the
<a href='https://aws.amazon.com/sdk-for-node-js/'>
AWS SDK for JavaScript in Node.js</a>.</p>
</body>
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</html>`;
// The character encoding for the subject line and message body of the email.
var charset = "UTF-8";
const params = {
ApplicationId: projectId,
MessageRequest: {
Addresses: {
[toAddress]: {
ChannelType: "EMAIL",
},
},
MessageConfiguration: {
EmailMessage: {
FromAddress: fromAddress,
SimpleEmail: {
Subject: {
Charset: charset,
Data: subject,
},
HtmlPart: {
Charset: charset,
Data: body_html,
},
TextPart: {
Charset: charset,
Data: body_text,
},
},
},
},
},
};
const run = async () => {
try {
const data = await pinClient.send(new SendMessagesCommand(params));
const {
MessageResponse: { Result },
} = data;
const recipientResult = Result[toAddress];
if (recipientResult.StatusCode !== 200) {
throw new Error(recipientResult.StatusMessage);
} else {
console.log(recipientResult.MessageId);
}
} catch (err) {
console.log(err.message);
}
};
run();

SMS メッセージを送信します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { SendMessagesCommand } from "@aws-sdk/client-pinpoint";
import { pinClient } from "./libs/pinClient.js";

551

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
Amazon Pinpoint
("use strict");
/* The phone number or short code to send the message from. The phone number
or short code that you specify has to be associated with your Amazon Pinpoint
account. For best results, specify long codes in E.164 format. */
const originationNumber = "SENDER_NUMBER"; //e.g., +1XXXXXXXXXX
// The recipient's phone number. For best results, you should specify the phone number
in E.164 format.
const destinationNumber = "RECEIVER_NUMBER"; //e.g., +1XXXXXXXXXX
// The content of the SMS message.
const message =
"This message was sent through Amazon Pinpoint " +
"using the AWS SDK for JavaScript in Node.js. Reply STOP to " +
"opt out.";
/*The Amazon Pinpoint project/application ID to use when you send this message.
Make sure that the SMS channel is enabled for the project or application
that you choose.*/
const projectId = "PINPOINT_PROJECT_ID"; //e.g., XXXXXXXX66e4e9986478cXXXXXXXXX
/* The type of SMS message that you want to send. If you plan to send
time-sensitive content, specify TRANSACTIONAL. If you plan to send
marketing-related content, specify PROMOTIONAL.*/
var messageType = "TRANSACTIONAL";
// The registered keyword associated with the originating short code.
var registeredKeyword = "myKeyword";
/* The sender ID to use when sending the message. Support for sender ID
// varies by country or region. For more information, see
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/channels-sms-countries.html.*/
var senderId = "MySenderID";
// Specify the parameters to pass to the API.
var params = {
ApplicationId: projectId,
MessageRequest: {
Addresses: {
[destinationNumber]: {
ChannelType: "SMS",
},
},
MessageConfiguration: {
SMSMessage: {
Body: message,
Keyword: registeredKeyword,
MessageType: messageType,
OriginationNumber: originationNumber,
SenderId: senderId,
},
},
},
};
const run = async () => {
try {
const data = await pinClient.send(new SendMessagesCommand(params));
return data; // For unit tests.
console.log(
"Message sent! " +
data["MessageResponse"]["Result"][destinationNumber]["StatusMessage"]
);
} catch (err) {
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console.log(err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI SendMessagesリファレンスのを参照してく
ださい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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。

'use strict';
const AWS = require('aws-sdk');
// The AWS Region that you want to use to send the email. For a list of
// AWS Regions where the Amazon Pinpoint API is available, see
// https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/apireference/
const aws_region = "us-west-2"
// The "From" address. This address has to be verified in Amazon Pinpoint
// in the region that you use to send email.
const senderAddress = "sender@example.com";
// The address on the "To" line. If your Amazon Pinpoint account is in
// the sandbox, this address also has to be verified.
var toAddress = "recipient@example.com";
// The Amazon Pinpoint project/application ID to use when you send this message.
// Make sure that the SMS channel is enabled for the project or application
// that you choose.
const appId = "ce796be37f32f178af652b26eexample";
// The subject line of the email.
var subject = "Amazon Pinpoint (AWS SDK for JavaScript in Node.js)";
// The email body for recipients with non-HTML email clients.
var body_text = `Amazon Pinpoint Test (SDK for JavaScript in Node.js)
---------------------------------------------------This email was sent with Amazon Pinpoint using the AWS SDK for JavaScript in Node.js.
For more information, see https:\/\/aws.amazon.com/sdk-for-node-js/`;
// The body of the email for recipients whose email clients support HTML content.
var body_html = `<html>
<head></head>
<body>
<h1>Amazon Pinpoint Test (SDK for JavaScript in Node.js)</h1>
<p>This email was sent with
<a href='https://aws.amazon.com/pinpoint/'>the Amazon Pinpoint API</a> using the
<a href='https://aws.amazon.com/sdk-for-node-js/'>
AWS SDK for JavaScript in Node.js</a>.</p>
</body>
</html>`;
// The character encoding the you want to use for the subject line and
// message body of the email.
var charset = "UTF-8";
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// Specify that you're using a shared credentials file.
var credentials = new AWS.SharedIniFileCredentials({profile: 'default'});
AWS.config.credentials = credentials;
// Specify the region.
AWS.config.update({region:aws_region});
//Create a new Pinpoint object.
var pinpoint = new AWS.Pinpoint();
// Specify the parameters to pass to the API.
var params = {
ApplicationId: appId,
MessageRequest: {
Addresses: {
[toAddress]:{
ChannelType: 'EMAIL'
}
},
MessageConfiguration: {
EmailMessage: {
FromAddress: senderAddress,
SimpleEmail: {
Subject: {
Charset: charset,
Data: subject
},
HtmlPart: {
Charset: charset,
Data: body_html
},
TextPart: {
Charset: charset,
Data: body_text
}
}
}
}
}
};
//Try to send the email.
pinpoint.sendMessages(params, function(err, data) {
// If something goes wrong, print an error message.
if(err) {
console.log(err.message);
} else {
console.log("Email sent! Message ID: ", data['MessageResponse']['Result']
[toAddress]['MessageId']);
}
});

SMS メッセージを送信します。
'use strict';
var AWS = require('aws-sdk');
// The AWS Region that you want to use to send the message. For a list of
// AWS Regions where the Amazon Pinpoint API is available, see
// https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/apireference/.
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var aws_region = "us-east-1";
// The phone number or short code to send the message from. The phone number
// or short code that you specify has to be associated with your Amazon Pinpoint
// account. For best results, specify long codes in E.164 format.
var originationNumber = "+12065550199";
// The recipient's phone number. For best results, you should specify the
// phone number in E.164 format.
var destinationNumber = "+14255550142";
// The content of the SMS message.
var message = "This message was sent through Amazon Pinpoint "
+ "using the AWS SDK for JavaScript in Node.js. Reply STOP to "
+ "opt out.";
// The Amazon Pinpoint project/application ID to use when you send this message.
// Make sure that the SMS channel is enabled for the project or application
// that you choose.
var applicationId = "ce796be37f32f178af652b26eexample";
// The type of SMS message that you want to send. If you plan to send
// time-sensitive content, specify TRANSACTIONAL. If you plan to send
// marketing-related content, specify PROMOTIONAL.
var messageType = "TRANSACTIONAL";
// The registered keyword associated with the originating short code.
var registeredKeyword = "myKeyword";
// The sender ID to use when sending the message. Support for sender ID
// varies by country or region. For more information, see
// https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/channels-sms-countries.html
var senderId = "MySenderID";
// Specify that you're using a shared credentials file, and optionally specify
// the profile that you want to use.
var credentials = new AWS.SharedIniFileCredentials({profile: 'default'});
AWS.config.credentials = credentials;
// Specify the region.
AWS.config.update({region:aws_region});
//Create a new Pinpoint object.
var pinpoint = new AWS.Pinpoint();
// Specify the parameters to pass to the API.
var params = {
ApplicationId: applicationId,
MessageRequest: {
Addresses: {
[destinationNumber]: {
ChannelType: 'SMS'
}
},
MessageConfiguration: {
SMSMessage: {
Body: message,
Keyword: registeredKeyword,
MessageType: messageType,
OriginationNumber: originationNumber,
SenderId: senderId,
}
}
}
};
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//Try to send the message.
pinpoint.sendMessages(params, function(err, data) {
// If something goes wrong, print an error message.
if(err) {
console.log(err.message);
// Otherwise, show the unique ID for the message.
} else {
console.log("Message sent! "
+ data['MessageResponse']['Result'][destinationNumber]['StatusMessage']);
}
});

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI SendMessagesリファレンスのを参照してく
ださい。

JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon Redshift
の例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 と Amazon Redshift 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 Amazon Redshift esource 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、複数の Amazon Redshift 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. 556)

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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
const { RedshiftClient } = require("@aws-sdk/client-redshift");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };

クラスターを作成します。

556

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
Amazon Redshift
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateClusterCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
import { redshiftClient } from "./libs/redshiftClient.js";
const params = {
ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME", // Required
NodeType: "NODE_TYPE", //Required
MasterUsername: "MASTER_USER_NAME", // Required - must be lowercase
MasterUserPassword: "MASTER_USER_PASSWORD", // Required - must contain at least one
uppercase letter, and one number
ClusterType: "CLUSTER_TYPE", // Required
IAMRoleARN: "IAM_ROLE_ARN", // Optional - the ARN of an IAM role with permissions
your cluster needs to access other AWS services on your behalf, such as Amazon S3.
ClusterSubnetGroupName: "CLUSTER_SUBNET_GROUPNAME", //Optional - the name of a
cluster subnet group to be associated with this cluster. Defaults to 'default' if not
specified.
DBName: "DATABASE_NAME", // Optional - defaults to 'dev' if not specified
Port: "PORT_NUMBER", // Optional - defaults to '5439' if not specified
};
const run = async () => {
try {
const data = await redshiftClient.send(new CreateClusterCommand(params));
console.log(
"Cluster " + data.Cluster.ClusterIdentifier + " successfully created"
);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
const { RedshiftClient } = require("@aws-sdk/client-redshift");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };

クラスターを作成します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteClusterCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
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import { redshiftClient } from "./libs/redshiftClient.js";
const params = {
ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME",
SkipFinalClusterSnapshot: false,
FinalClusterSnapshotIdentifier: "CLUSTER_SNAPSHOT_ID",
};
const run = async () => {
try {
const data = await redshiftClient.send(new DeleteClusterCommand(params));
console.log("Success, cluster deleted. ", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 クラスターを記述する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
const { RedshiftClient } = require("@aws-sdk/client-redshift");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };

クラスターについて説明してください。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeClustersCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
import { redshiftClient } from "./libs/redshiftClient.js";
const params = {
ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME",
};
const run = async () => {
try {
const data = await redshiftClient.send(new DescribeClustersCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
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};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
const { RedshiftClient } = require("@aws-sdk/client-redshift");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };

クラスターを変更します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ModifyClusterCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
import { redshiftClient } from "./libs/redshiftClient.js";
// Set the parameters
const params = {
ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME",
MasterUserPassword: "NEW_MASTER_USER_PASSWORD",
};
const run = async () => {
try {
const data = await redshiftClient.send(new ModifyClusterCommand(params));
console.log("Success was modified.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ModifyClusterリファレンスのを参照してくだ
さい。

JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon S3 の例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 を使用して Amazon S3 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 Amazon S3 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、複数の Amazon S3 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. 560)
• シナリオ (p. 579)

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、S3 バケットに Resource Sharing (CORS) ルールを追加する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

CORS ルールを追加します。
// Import required AWS-SDK clients and commands for Node.js.
import { PutBucketCorsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Set parameters.
// Create initial parameters JSON for putBucketCors.
const thisConfig = {
AllowedHeaders: ["Authorization"],
AllowedMethods: [],
AllowedOrigins: ["*"],
ExposeHeaders: [],
MaxAgeSeconds: 3000,
};
// Assemble the list of allowed methods based on command line parameters
const allowedMethods = [];
process.argv.forEach(function (val) {
if (val.toUpperCase() === "POST") {
allowedMethods.push("POST");
}
if (val.toUpperCase() === "GET") {
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allowedMethods.push("GET");
}
if (val.toUpperCase() === "PUT") {
allowedMethods.push("PUT");
}
if (val.toUpperCase() === "PATCH") {
allowedMethods.push("PATCH");
}
if (val.toUpperCase() === "DELETE") {
allowedMethods.push("DELETE");
}
if (val.toUpperCase() === "HEAD") {
allowedMethods.push("HEAD");
}
});
// Copy the array of allowed methods into the config object
thisConfig.AllowedMethods = allowedMethods;
// Create an array of configs then add the config object to it.
const corsRules = new Array(thisConfig);
// Create CORS parameters.
export const corsParams = {
Bucket: "BUCKET_NAME",
CORSConfiguration: { CORSRules: corsRules },
};
export async function run() {
try {
const data = await s3Client.send(new PutBucketCorsCommand(corsParams));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutBucketCors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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };
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ポリシーを追加します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { CreateBucketCommand, PutBucketPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
const BUCKET_NAME = "BUCKET_NAME";
export const bucketParams = {
Bucket: BUCKET_NAME,
};
// Create the policy in JSON for the S3 bucket.
const readOnlyAnonUserPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Sid: "AddPerm",
Effect: "Allow",
Principal: "*",
Action: ["s3:GetObject"],
Resource: [""],
},
],
};
// Create selected bucket resource string for bucket policy.
const bucketResource = "arn:aws:s3:::" + BUCKET_NAME + "/*"; //BUCKET_NAME
readOnlyAnonUserPolicy.Statement[0].Resource[0] = bucketResource;
// Convert policy JSON into string and assign into parameters.
const bucketPolicyParams = {
Bucket: BUCKET_NAME,
Policy: JSON.stringify(readOnlyAnonUserPolicy),
};
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(
new CreateBucketCommand(bucketParams)
);
console.log('Success, bucket created.', data)
try {
const response = await s3Client.send(
new PutBucketPolicyCommand(bucketPolicyParams)
);
console.log("Success, permissions added to bucket", response);
return response;
}
catch (err) {
console.log("Error adding policy to S3 bucket.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating S3 bucket.", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutBucketPolicyリファレンスのを参照してく
ださい。
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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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

オブジェクトをコピーします。
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CopyObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js";
// Set the bucket parameters.
export const params = {
Bucket: "DESTINATION_BUCKET_NAME",
CopySource: "/SOURCE_BUCKET_NAME/OBJECT_NAME",
Key: "OBJECT_NAME"
};
// Create the Amazon S3 bucket.
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new CopyObjectCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

バケットを作成します。
// Get service clients module and commands using ES6 syntax.
import { CreateBucketCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js";
// Set the bucket parameters.
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
// Create the Amazon S3 bucket.
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new CreateBucketCommand(bucketParams));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };
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バケット ポリシーを削除します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { DeleteBucketPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Set the bucket parameters
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new DeleteBucketPolicyCommand(bucketParams));
console.log("Success", data + ", bucket policy deleted");
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Invoke run() so these examples run out of the box.
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

バケットを削除します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { DeleteBucketCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Set the bucket parameters
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
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try {
const data = await s3Client.send(new DeleteBucketCommand(bucketParams));
return data; // For unit tests.
console.log("Success - bucket deleted");
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
// Invoke run() so these examples run out of the box.
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteBucketリファレンスのを参照してくだ
さい。

オブジェクトの削除
次のコード例は、S3 オブジェクトを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

オブジェクトを削除します。
import { DeleteObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js" // Helper function that creates an Amazon
S3 service client module.
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME", Key: "KEY" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new DeleteObjectCommand(bucketParams));
console.log("Success. Object deleted.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteObjectリファレンスのを参照してくださ
い。
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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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

複数のオブジェクトを削除します。
import { DeleteObjectsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js" // Helper function that creates an Amazon
S3 service client module.
export const bucketParams = {
Bucket: "BUCKET_NAME",
Delete: {
Objects: [
{
Key: "KEY_1",
},
{
Key: "KEY_2",
},
],
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new DeleteObjectsCommand(bucketParams));
return data; // For unit tests.
console.log("Success. Object deleted.");
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

バケット内のすべてのオブジェクトを削除します。
import { ListObjectsCommand, DeleteObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
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try {
const data = await s3Client.send(new ListObjectsCommand(bucketParams));
let noOfObjects = data.Contents;
for (let i = 0; i < noOfObjects.length; i++) {
await s3Client.send(
new DeleteObjectCommand({
Bucket: bucketParams.Bucket,
Key: noOfObjects[i].Key,
})
);
}
console.log("Success. Objects deleted.");
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

バケットからウェブサイト設定を削除します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { DeleteBucketWebsiteCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Create the parameters for calling
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new DeleteBucketWebsiteCommand(bucketParams));
return data; // For unit tests.
console.log("Success", data);
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} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteBucketWebsiteリファレンスのを参照し
てください。

バケットの CORS ルールを取得する
次のコード例は、S3 バケットの Cross-Oriss-Oriss-Oriss-Oriss-Resource Sharing (CORS) ルールを取得す
る方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

バケットの CORS ポリシーを取得します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { GetBucketCorsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Create the parameters for calling
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new GetBucketCorsCommand(bucketParams));
console.log("Success", JSON.stringify(data.CORSRules));
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetBucketCorsリファレンスのを参照してくだ
さい。
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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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

オブジェクトをダウンロードします。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { GetObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
export const bucketParams = {
Bucket: "BUCKET_NAME",
Key: "KEY",
};
export const run = async () => {
try {
// Get the object} from the Amazon S3 bucket. It is returned as a ReadableStream.
const data = await s3Client.send(new GetObjectCommand(bucketParams));
// Convert the ReadableStream to a string.
return await data.Body.transformToString();
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

ACL 許可を取得します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { GetBucketAclCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Create the parameters.
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new GetBucketAclCommand(bucketParams));
console.log("Success", data.Grants);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

バケットポリシーを取得します。
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// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { GetBucketPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Create the parameters for calling
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new GetBucketPolicyCommand(bucketParams));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetBucketPolicy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取得する
次のコード例は、S3 バケットのウェブサイト設定を取得する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

ウェブサイト設定を取得します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { GetBucketWebsiteCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Create the parameters for calling
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new GetBucketWebsiteCommand(bucketParams));
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console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetBucketWebsiteリファレンスのを参照して
ください。

バケットを一覧表示する
次のコード例は、Sバケットを一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

バケットを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ListBucketsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new ListBucketsCommand({}));
console.log("Success", data.Buckets);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListBuckets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。
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Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

オブジェクトを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ListObjectsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Create the parameters for the bucket
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new ListObjectsCommand(bucketParams));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

1000 以上のオブジェクトを一覧表示します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ListObjectsCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Create the parameters for the bucket
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export async function run() {
// Declare truncated as a flag that the while loop is based on.
let truncated = true;
// Declare a variable to which the key of the last element is assigned to in the
response.
let pageMarker;
// while loop that runs until 'response.truncated' is false.
while (truncated) {
try {
const response = await s3Client.send(new ListObjectsCommand(bucketParams));
// return response; //For unit tests
response.Contents.forEach((item) => {
console.log(item.Key);
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});
// Log the key of every item in the response to standard output.
truncated = response.IsTruncated;
// If truncated is true, assign the key of the last element in the response to
the pageMarker variable.
if (truncated) {
pageMarker = response.Contents.slice(-1)[0].Key;
// Assign the pageMarker value to bucketParams so that the next iteration
starts from the new pageMarker.
bucketParams.Marker = pageMarker;
}
// At end of the list, response.truncated is false, and the function exits the
while loop.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
truncated = false;
}
}

}
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListObjects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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

バケット ACL をプットします。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutBucketAclCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Set the parameters. For more information,
// see https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/latest/AWS/S3.html#putBucketAclproperty.
export const bucketParams = {
Bucket: "BUCKET_NAME",
// 'GrantFullControl' allows grantee the read, write, read ACP, and write ACL
permissions on the bucket.
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// Use a canonical user ID for an AWS account, formatted as follows:
// id=002160194XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa7a49125274
GrantFullControl: "GRANTEE_1",
// 'GrantWrite' allows grantee to create, overwrite, and delete any object in the
bucket.
// For example, 'uri=http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery'
GrantWrite: "GRANTEE_2",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new PutBucketAclCommand(bucketParams));
console.log("Success, permissions added to bucket", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

ウェブサイト設定を設定します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutBucketWebsiteCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Create the parameters for the bucket
export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME" };
export const staticHostParams = {
Bucket: bucketParams,
WebsiteConfiguration: {
ErrorDocument: {
Key: "",
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},
IndexDocument: {
Suffix: "",
},

},
};

export const run = async () => {
// Insert specified bucket name and index and error documents into parameters JSON
// from command line arguments
staticHostParams.Bucket = bucketParams;
staticHostParams.WebsiteConfiguration.IndexDocument.Suffix = "INDEX_PAGE"; // The
index document inserted into parameters JSON.
staticHostParams.WebsiteConfiguration.ErrorDocument.Key = "ERROR_PAGE"; // The error
document inserted into parameters JSON.
// Set the new website configuration on the selected bucket.
try {
const data = await s3Client.send(new PutBucketWebsiteCommand(staticHostParams));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutBucketWebsiteリファレンスのを参照して
ください。

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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

オブジェクトを作成してアップロードします。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
// Set the parameters.
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export const bucketParams = {
Bucket: "BUCKET_NAME",
// Specify the name of the new object. For example, 'index.html'.
// To create a directory for the object, use '/'. For example, 'myApp/package.json'.
Key: "OBJECT_NAME",
// Content of the new object.
Body: "BODY",
};
// Create and upload the object to the S3 bucket.
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new PutObjectCommand(bucketParams));
return data; // For unit tests.
console.log(
"Successfully uploaded object: " +
bucketParams.Bucket +
"/" +
bucketParams.Key
);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

オブジェクトをアップロードします。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { PutObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
import {path} from "path";
import {fs} from "fs";
const file = "OBJECT_PATH_AND_NAME"; // Path to and name of object. For example '../
myFiles/index.js'.
const fileStream = fs.createReadStream(file);
// Set the parameters
export const uploadParams = {
Bucket: "BUCKET_NAME",
// Add the required 'Key' parameter using the 'path' module.
Key: path.basename(file),
// Add the required 'Body' parameter
Body: fileStream,
};
// Upload file to specified bucket.
export const run = async () => {
try {
const data = await s3Client.send(new PutObjectCommand(uploadParams));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI PutObject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、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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
// Create service client module using ES6 syntax.
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an Amazon S3 service client object.
const s3Client = new S3Client({ region: REGION });
export { s3Client };

署名付き URL を作成して、オブジェクトをバケットにアップロードします。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
CreateBucketCommand,
DeleteObjectCommand,
PutObjectCommand,
DeleteBucketCommand }
from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
import { getSignedUrl } from "@aws-sdk/s3-request-presigner";
import fetch from "node-fetch";
// Set parameters
// Create a random name for the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket and
key
export const bucketParams = {
Bucket: `test-bucket-${Math.ceil(Math.random() * 10 ** 10)}`,
Key: `test-object-${Math.ceil(Math.random() * 10 ** 10)}`,
Body: "BODY"
};
export const run = async () => {
try {
// Create an S3 bucket.
console.log(`Creating bucket ${bucketParams.Bucket}`);
await s3Client.send(new CreateBucketCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket }));
console.log(`Waiting for "${bucketParams.Bucket}" bucket creation...`);
} catch (err) {
console.log("Error creating bucket", err);
}
try {
// Create a command to put the object in the S3 bucket.

579

AWS SDK for JavaScript SDK
Version3 のデベロッパーガイド
Amazon S3
const command = new PutObjectCommand(bucketParams);
// Create the presigned URL.
const signedUrl = await getSignedUrl(s3Client, command, {
expiresIn: 3600,
});
console.log(
`\nPutting "${bucketParams.Key}" using signedUrl with body "${bucketParams.Body}"
in v3`
);
console.log(signedUrl);
const response = await fetch(signedUrl, {method: 'PUT', body: bucketParams.Body});
console.log(
`\nResponse returned by signed URL: ${await response.text()}\n`
);
} catch (err) {
console.log("Error creating presigned URL", err);
}
try {
// Delete the object.
console.log(`\nDeleting object "${bucketParams.Key}"} from bucket`);
await s3Client.send(
new DeleteObjectCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket, Key: bucketParams.Key })
);
} catch (err) {
console.log("Error deleting object", err);
}
try {
// Delete the S3 bucket.
console.log(`\nDeleting bucket ${bucketParams.Bucket}`);
await s3Client.send(
new DeleteBucketCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket })
);
} catch (err) {
console.log("Error deleting bucket", err);
}
};
run();

署名付き URL を作成して、オブジェクトをバケットからダウンロードします。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
CreateBucketCommand,
PutObjectCommand,
GetObjectCommand,
DeleteObjectCommand,
DeleteBucketCommand }
from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
import { getSignedUrl } from "@aws-sdk/s3-request-presigner";
const fetch = require("node-fetch");
// Set parameters
// Create a random names for the S3 bucket and key.
export const bucketParams = {
Bucket: `test-bucket-${Math.ceil(Math.random() * 10 ** 10)}`,
Key: `test-object-${Math.ceil(Math.random() * 10 ** 10)}`,
Body: "BODY"
};
export const run = async () => {
// Create an S3 bucket.
try {
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console.log(`Creating bucket ${bucketParams.Bucket}`);
const data = await s3Client.send(
new CreateBucketCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket })
);
return data; // For unit tests.
console.log(`Waiting for "${bucketParams.Bucket}" bucket creation...\n`);
} catch (err) {
console.log("Error creating bucket", err);
}
// Put the object in the S3 bucket.
try {
console.log(`Putting object "${bucketParams.Key}" in bucket`);
const data = await s3Client.send(
new PutObjectCommand({
Bucket: bucketParams.Bucket,
Key: bucketParams.Key,
Body: bucketParams.Body,
})
);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error putting object", err);
}
// Create a presigned URL.
try {
// Create the command.
const command = new GetObjectCommand(bucketParams);
// Create the presigned URL.
const signedUrl = await getSignedUrl(s3Client, command, {
expiresIn: 3600,
});
console.log(
`\nGetting "${bucketParams.Key}" using signedUrl with body "${bucketParams.Body}"
in v3`
);
console.log(signedUrl);
const response = await fetch(signedUrl);
console.log(
`\nResponse returned by signed URL: ${await response.text()}\n`
);
} catch (err) {
console.log("Error creating presigned URL", err);
}
// Delete the object.
try {
console.log(`\nDeleting object "${bucketParams.Key}"} from bucket`);
const data = await s3Client.send(
new DeleteObjectCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket, Key: bucketParams.Key })
);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error deleting object", err);
}
// Delete the S3 bucket.
try {
console.log(`\nDeleting bucket ${bucketParams.Bucket}`);
const data = await s3Client.send(
new DeleteBucketCommand({ Bucket: bucketParams.Bucket, Key: bucketParams.Key })
);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error deleting object", err);
}
};
run();
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• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。

バケットとオブジェクトの使用を開始する
次のコードの例は以下の方法を示しています。
• バケットを作成します。
• ファイルをバケットに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。
• バケット内のオブジェクトを削除します。
• バケットを削除します。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 {
CreateBucketCommand,
PutObjectCommand,
CopyObjectCommand,
DeleteObjectCommand,
DeleteBucketCommand,
GetObjectCommand
} from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "../libs/s3Client.js"; // Helper function that creates an
Amazon S3 service client module.
if (process.argv.length < 5) {
console.log(
"Usage: node s3_basics.js <the bucket name> <the AWS Region to use> <object name>
<object content>\n" +
"Example: node s3_basics_full.js test-bucket 'test.txt' 'Test Content'"
);
}
const bucket_name = process.argv[2];
const object_key = process.argv[3];
const object_content = process.argv[4];
export const run = async (bucket_name, object_key, object_content) => {
try {
const create_bucket_params = {
Bucket: bucket_name
};
console.log("\nCreating the bucket, named " + bucket_name + "...\n");
console.log("about to create");
const data = await s3Client.send(
new CreateBucketCommand(create_bucket_params)
);
console.log("Bucket created at ", data.Location);
try {
console.log(
"\nCreated and uploaded an object named " +
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object_key +
" to first bucket " +
bucket_name +
" ...\n"

);
// Set the parameters for the object to upload.
const object_upload_params = {
Bucket: bucket_name,
// Specify the name of the new object. For example, 'test.html'.
// To create a directory for the object, use '/'. For example, 'myApp/
package.json'.
Key: object_key,
// Content of the new object.
Body: object_content,
};
// Create and upload the object to the first S3 bucket.
await s3Client.send(new PutObjectCommand(object_upload_params));
console.log(
"Successfully uploaded object: " +
object_upload_params.Bucket +
"/" +
object_upload_params.Key
);
try {
const download_bucket_params = {
Bucket: bucket_name,
Key: object_key
};
console.log(
"\nDownloading " +
object_key +
" from" +
bucket_name +
" ...\n"
);
// Create a helper function to convert a ReadableStream into a string.
const streamToString = (stream) =>
new Promise((resolve, reject) => {
const chunks = [];
stream.on("data", (chunk) => chunks.push(chunk));
stream.on("error", reject);
stream.on("end", () => resolve(Buffer.concat(chunks).toString("utf8")));
});
// Get the object from the Amazon S3 bucket. It is returned as a
ReadableStream.
const data = await s3Client.send(new GetObjectCommand(download_bucket_params));
// Convert the ReadableStream to a string.
const bodyContents = await streamToString(data.Body);
console.log(bodyContents);
try {
// Copy the object from the first bucket to the second bucket.
const copy_object_params = {
Bucket: bucket_name,
CopySource: "/" + bucket_name + "/" + object_key,
Key: "copy-destination/" + object_key,
};
console.log(
"\nCopying " +
object_key +
" from" +
bucket_name +
" to " +
bucket_name +
"/" +
copy_object_params.Key +
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" ...\n"
);
await s3Client.send(new CopyObjectCommand(copy_object_params));
console.log("Success, object copied to folder.");
try {
console.log("\nDeleting " + object_key + " from" + bucket_name);
const delete_object_from_bucket_params = {
Bucket: bucket_name,
Key: object_key,
};
await s3Client.send(
new DeleteObjectCommand(delete_object_from_bucket_params)
);
console.log("Success. Object deleted from bucket.");
try {
console.log(
"\nDeleting " +
object_key +
" from " +
bucket_name +
"/copy-destination folder"
);
const delete_object_from_folder_params = {
Bucket: bucket_name,
Key: "copy-destination/" + object_key,
};
await s3Client.send(
new DeleteObjectCommand(delete_object_from_folder_params)
);
console.log("Success. Object deleted from folder.");
try {
console.log(
"\nDeleting the bucket named " + bucket_name + "...\n"
);
const delete_bucket_params = {Bucket: bucket_name};
await s3Client.send(
new DeleteBucketCommand(delete_bucket_params)
);
console.log("Success. First bucket deleted.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error deleting object from folder.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting bucket.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting object from bucket.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error copying object from to folder", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error downloading object", err);
process.exit(1);
}
}catch (err) {
console.log("Error creating and upload object to
process.exit(1);
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}
console.log("works");
} catch (err) {
console.log("Error creating bucket", err);
}
};
run(bucket_name, object_key, object_content);

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• CopyObject
• CreateBucket
• DeleteBucket
• DeleteObjects
• GetObject
• ListObjects
• PutObject

JavaScript V3 用 SDK を使用した S3 グレイシャーの
例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript S3 Glacier 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、S3 Glacier 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、S3 Glacier 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. 585)

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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成する
const { GlacierClient } = require("@aws-sdk/client-glacier");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
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//Set the Redshift Service Object
const glacierClient = new GlacierClient({ region: REGION });
export { glacierClient };

ボールトを作成する
// Load the SDK for JavaScript
import { CreateVaultCommand } from "@aws-sdk/client-glacier";
import { glacierClient } from "./libs/glacierClient.js";
// Set the parameters
const vaultname = "VAULT_NAME"; // VAULT_NAME
const params = { vaultName: vaultname };
const run = async () => {
try {
const data = await glacierClient.send(new CreateVaultCommand(params));
console.log("Success, vault created!");
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error");
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateVaultリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the SDK for JavaScript
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create a new service object
var glacier = new AWS.Glacier({apiVersion: '2012-06-01'});
// Call Glacier to create the vault
glacier.createVault({vaultName: 'YOUR_VAULT_NAME'}, function(err) {
if (!err) {
console.log("Created vault!")
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateVault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、Amazon S3 Glacier ボールトにアーカイブをアップロードする方法を示しています。
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SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントの作成
const { GlacierClient } = require("@aws-sdk/client-glacier");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const glacierClient = new GlacierClient({ region: REGION });
export { glacierClient };

アーカイブのアップロード
// Load the SDK for JavaScript
import { UploadArchiveCommand } from "@aws-sdk/client-glacier";
import { glacierClient } from "./libs/glacierClient.js";
// Set the parameters
const vaultname = "VAULT_NAME"; // VAULT_NAME
// Create a new service object and buffer
const buffer = new Buffer.alloc(2.5 * 1024 * 1024); // 2.5MB buffer
const params = { vaultName: vaultname, body: buffer };
const run = async () => {
try {
const data = await glacierClient.send(new UploadArchiveCommand(params));
console.log("Archive ID", data.archiveId);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error uploading archive!", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UploadArchiveリファレンスのを参照してくだ
さい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
// Load the SDK for JavaScript
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create a new service object and buffer
var glacier = new AWS.Glacier({apiVersion: '2012-06-01'});
buffer = Buffer.alloc(2.5 * 1024 * 1024); // 2.5MB buffer
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var params = {vaultName: 'YOUR_VAULT_NAME', body: buffer};
// Call Glacier to upload the archive.
glacier.uploadArchive(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error uploading archive!", err);
} else {
console.log("Archive ID", data.archiveId);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UploadArchiveリファレンスのを参照してくだ
さい。

JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon SES の
例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 を使用して Amazon SES 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 Amazon SES 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、複数の Amazon SES 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. 588)

アクション
受信フィルターを作成する
次のコード例は、IP アドレスまたは IP アドレス範囲からの受信メールをブロックする Amazon SES 受信
フィルターを作成する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 {
CreateReceiptFilterCommand,
ReceiptFilterPolicy,
} from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
const createCreateReceiptFilterCommand = ({ policy, ipOrRange, name }) => {
return new CreateReceiptFilterCommand({
Filter: {
IpFilter: {
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Cidr: ipOrRange, // string, either a single IP address (10.0.0.1) or an IP
address range in CIDR notation (10.0.0.1/24)).
Policy: policy, // enum ReceiptFilterPolicy, email traffic from the filtered
addressesOptions.
},
/*
The name of the IP address filter. Only ASCII letters, numbers, underscores, or
dashes.
Must be less than 64 characters and start and end with a letter or number.
*/
Name: name,
},
});
};
const FILTER_NAME = getUniqueName("ReceiptFilter");
const run = async () => {
const createReceiptFilterCommand = createCreateReceiptFilterCommand({
policy: ReceiptFilterPolicy.Allow,
ipOrRange: "10.0.0.1",
name: FILTER_NAME,
});
try {
return await sesClient.send(createReceiptFilterCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to create filter.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateReceiptFilterリファレンスのを参照して
ください。

受信ルールの作成
次のコード例は、Amazon SES 受信ルールを作成する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { CreateReceiptRuleCommand, TlsPolicy } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");
const RULE_NAME = getUniqueName("RuleName");
const S3_BUCKET_NAME = getUniqueName("S3BucketName");
const createS3ReceiptRuleCommand = ({
bucketName,
emailAddresses,
name,
ruleSet,
}) => {
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return new CreateReceiptRuleCommand({
Rule: {
Actions: [
{
S3Action: {
BucketName: bucketName,
ObjectKeyPrefix: "email",
},
},
],
Recipients: emailAddresses,
Enabled: true,
Name: name,
ScanEnabled: false,
TlsPolicy: TlsPolicy.Optional,
},
RuleSetName: ruleSet, // Required
});
};
const run = async () => {
const s3ReceiptRuleCommand = createS3ReceiptRuleCommand({
bucketName: S3_BUCKET_NAME,
emailAddresses: ["email@example.com"],
name: RULE_NAME,
ruleSet: RULE_SET_NAME,
});
try {
return await sesClient.send(s3ReceiptRuleCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to create S3 receipt rule.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateReceiptRuleリファレンスのを参照して
ください。

受信ルールセットを作成する
次のコード例は、Amazon SES 受信ルールセットを作成し、受信 E メールに適用されるルールを整理する
方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { CreateReceiptRuleSetCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");
const createCreateReceiptRuleSetCommand = (ruleSetName) => {
return new CreateReceiptRuleSetCommand({ RuleSetName: ruleSetName });
};
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const run = async () => {
const createReceiptRuleSetCommand =
createCreateReceiptRuleSetCommand(RULE_SET_NAME);
try {
return await sesClient.send(createReceiptRuleSetCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to create receipt rule set", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateReceiptRuleSetリファレンスのを参照
してください。

E メールテンプレートを作成する
次のコード例は、Amazon SES E メールテンプレートを作成する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { CreateTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TestTemplateName");
const createCreateTemplateCommand = () => {
return new CreateTemplateCommand({
/**
* The template feature in Amazon SES is based on the Handlebars template system.
*/
Template: {
/**
* The name of an existing template in Amazon SES.
*/
TemplateName: TEMPLATE_NAME,
HtmlPart: `
<h1>Hello, {{contact.firstName}}!</h1>
<p>
Did you know Amazon has a mascot named Peccy?
</p>
`,
SubjectPart: "Amazon Tip",
},
});
};
const run = async () => {
const createTemplateCommand = createCreateTemplateCommand();
try {
return await sesClient.send(createTemplateCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to create template.", err);
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}
};

return err;

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateTemplateリファレンスのを参照してく
ださい。

受信フィルターを削除する
次のコード例は、Amazon SES 受信フィルターを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { DeleteReceiptFilterCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
const RECEIPT_FILTER_NAME = getUniqueName("ReceiptFilterName");
const createDeleteReceiptFilterCommand = (filterName) => {
return new DeleteReceiptFilterCommand({ FilterName: filterName });
};
const run = async () => {
const deleteReceiptFilterCommand =
createDeleteReceiptFilterCommand(RECEIPT_FILTER_NAME);
try {
return await sesClient.send(deleteReceiptFilterCommand);
} catch (err) {
console.log("Error deleting receipt filter.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteReceiptFilterリファレンスのを参照して
ください。

受信ルールを削除する
次のコード例は、Amazon SES 受信ルールを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { DeleteReceiptRuleCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
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const RULE_NAME = getUniqueName("RuleName");
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");
const createDeleteReceiptRuleCommand = () => {
return new DeleteReceiptRuleCommand({
RuleName: RULE_NAME,
RuleSetName: RULE_SET_NAME,
});
};
const run = async () => {
const deleteReceiptRuleCommand = createDeleteReceiptRuleCommand();
try {
return await sesClient.send(deleteReceiptRuleCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to delete receipt rule.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteReceiptRuleリファレンスのを参照して
ください。

ルールセットを削除する
次のコード例は、Amazon SES ルールセットとそのルールセットに含まれるすべてのルールを削除する方
法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { DeleteReceiptRuleSetCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");
const createDeleteReceiptRuleSetCommand = () => {
return new DeleteReceiptRuleSetCommand({ RuleSetName: RULE_SET_NAME });
};
const run = async () => {
const deleteReceiptRuleSetCommand = createDeleteReceiptRuleSetCommand();
try {
return await sesClient.send(deleteReceiptRuleSetCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to delete receipt rule set.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteReceiptRuleSetリファレンスのを参照し
てください。
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E メールテンプレートを削除する
次のコード例は、Amazon SES E メールテンプレートを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { DeleteTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");
const createDeleteTemplateCommand = (templateName) =>
new DeleteTemplateCommand({ TemplateName: templateName });
const run = async () => {
const deleteTemplateCommand = createDeleteTemplateCommand(TEMPLATE_NAME);
try {
return await sesClient.send(deleteTemplateCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to delete template.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteTemplateリファレンスのを参照してく
ださい。

ID を削除する
次のコード例は、Amazon SES ID を削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { DeleteIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const IDENTITY_EMAIL = "fake@example.com";
const createDeleteIdentityCommand = (identityName) => {
return new DeleteIdentityCommand({
Identity: identityName,
});
};
const run = async () => {
const deleteIdentityCommand = createDeleteIdentityCommand(IDENTITY_EMAIL);
try {
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return await sesClient.send(deleteIdentityCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to delete identity.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteIdentityリファレンスのを参照してくだ
さい。

既存の E メールテンプレートを取得する
次のコード例は、既存の Amazon SES E メールテンプレートを取得する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { GetTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");
const createGetTemplateCommand = (templateName) =>
new GetTemplateCommand({ TemplateName: templateName });
const run = async () => {
const getTemplateCommand = createGetTemplateCommand(TEMPLATE_NAME);
try {
return await sesClient.send(getTemplateCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to get email template.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetTemplateリファレンスのを参照してくださ
い。

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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { ListTemplatesCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
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const createListTemplatesCommand = (maxItems) =>
new ListTemplatesCommand({ MaxItems: maxItems });
const run = async () => {
const listTemplatesCommand = createListTemplatesCommand(10);
try {
return await sesClient.send(listTemplatesCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to list templates.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { ListIdentitiesCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const createListIdentitiesCommand = () =>
new ListIdentitiesCommand({ IdentityType: "EmailAddress", MaxItems: 10 });
const run = async () => {
const listIdentitiesCommand = createListIdentitiesCommand();
try {
return await sesClient.send(listIdentitiesCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to list identities.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListIdentitiesリファレンスのを参照してくださ
い。

受信フィルターを一覧表示する
次のコード例は、Amazon SES 受信フィルターを一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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import { ListReceiptFiltersCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const createListReceiptFiltersCommand = () => new ListReceiptFiltersCommand({});
const run = async () => {
const listReceiptFiltersCommand = createListReceiptFiltersCommand();
try {
return await sesClient.send(listReceiptFiltersCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to list receipt filters.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListReceiptFilters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 メールを一括送信する
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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { SendBulkTemplatedEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName, postfix } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
/**
* Replace this with the name of an existing template.
*/
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("ReminderTemplate");
/**
* Replace these with existing verified emails.
*/
const VERIFIED_EMAIL_1 = postfix(getUniqueName("Bilbo"), "@example.com");
const VERIFIED_EMAIL_2 = postfix(getUniqueName("Frodo"), "@example.com");
const USERS = [
{ firstName: "Bilbo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL_1 },
{ firstName: "Frodo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL_2 },
];
/**
*
* @param { { emailAddress: string, firstName: string }[] } users
* @param { string } templateName the name of an existing template in SES
* @returns { SendBulkTemplatedEmailCommand }
*/
const createBulkReminderEmailCommand = (users, templateName) => {
return new SendBulkTemplatedEmailCommand({
/**
* Each 'Destination' uses a corresponding set of replacement data. We can map each
user
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* to a 'Destination' and provide user specific replacement data to create
personalized emails.
*
* Here's an example of how a template would be replaced with user data:
* Template: <h1>Hello {{name}},</h1><p>Don't forget about the party gifts!</p>
* Destination 1: <h1>Hello Bilbo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!</p>
* Destination 2: <h1>Hello Frodo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!</p>
*/
Destinations: users.map((user) => ({
Destination: { ToAddresses: [user.emailAddress] },
ReplacementTemplateData: JSON.stringify({ name: user.firstName }),
})),
DefaultTemplateData: JSON.stringify({ name: "Shireling" }),
Source: VERIFIED_EMAIL_1,
Template: templateName,
});
};
const run = async () => {
const sendBulkTemplateEmailCommand = createBulkReminderEmailCommand(
USERS,
TEMPLATE_NAME
);
try {
return await sesClient.send(sendBulkTemplateEmailCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to send bulk template email", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI SendBulkTemplatedEmail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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { SendEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const createSendEmailCommand = (toAddress, fromAddress) => {
return new SendEmailCommand({
Destination: {
/* required */
CcAddresses: [
/* more items */
],
ToAddresses: [
toAddress,
/* more To-email addresses */
],
},
Message: {
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/* required */
Body: {
/* required */
Html: {
Charset: "UTF-8",
Data: "HTML_FORMAT_BODY",
},
Text: {
Charset: "UTF-8",
Data: "TEXT_FORMAT_BODY",
},
},
Subject: {
Charset: "UTF-8",
Data: "EMAIL_SUBJECT",
},
},
Source: fromAddress,
ReplyToAddresses: [
/* more items */
],
});
};
const run = async () => {
const sendEmailCommand = createSendEmailCommand(
"recipient@example.com",
"sender@example.com"
);
try {
return await sesClient.send(sendEmailCommand);
} catch (e) {
console.error("Failed to send email.");
return e;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { SendTemplatedEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName, postfix } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
/**
* Replace this with the name of an existing template.
*/
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("ReminderTemplate");
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/**
* Replace these with existing verified emails.
*/
const VERIFIED_EMAIL = postfix(getUniqueName("Bilbo"), "@example.com");
const USER = { firstName: "Bilbo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL };
/**
*
* @param { { emailAddress: string, firstName: string } } user
* @param { string } templateName - The name of an existing template in Amazon SES.
* @returns { SendTemplatedEmailCommand }
*/
const createReminderEmailCommand = (user, templateName) => {
return new SendTemplatedEmailCommand({
/**
* Here's an example of how a template would be replaced with user data:
* Template: <h1>Hello {{contact.firstName}},</h1><p>Don't forget about the party
gifts!</p>
* Destination: <h1>Hello Bilbo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!</p>
*/
Destination: { ToAddresses: [user.emailAddress] },
TemplateData: JSON.stringify({ contact: { firstName: user.firstName } }),
Source: VERIFIED_EMAIL,
Template: templateName,
});
};
const run = async () => {
const sendReminderEmailCommand = createReminderEmailCommand(
USER,
TEMPLATE_NAME
);
try {
return await sesClient.send(sendReminderEmailCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to send template email", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI SendTemplatedEmailリファレンスのを参照し
てください。

E メールテンプレートを更新する
次のコード例は、Amazon SES E メールテンプレートを更新する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { UpdateTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");
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const HTML_PART = "<h1>Hello, World!</h1>";
const createUpdateTemplateCommand = () => {
return new UpdateTemplateCommand({
Template: {
TemplateName: TEMPLATE_NAME,
HtmlPart: HTML_PART,
SubjectPart: "Example",
TextPart: "Updated template text.",
},
});
};
const run = async () => {
const updateTemplateCommand = createUpdateTemplateCommand();
try {
return await sesClient.send(updateTemplateCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to update template.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UpdateTemplateリファレンスのを参照してく
ださい。

ドメイン ID を検証する
次のコード例は、Amazon SES でドメイン ID を検証する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 { VerifyDomainIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName, postfix } from "../../libs/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
/**
* You must have access to the domain's DNS settings to complete the
* domain verification process.
*/
const DOMAIN_NAME = postfix(getUniqueName("Domain"), ".example.com");
const createVerifyDomainIdentityCommand = () => {
return new VerifyDomainIdentityCommand({ Domain: DOMAIN_NAME });
};
const run = async () => {
const VerifyDomainIdentityCommand = createVerifyDomainIdentityCommand();
try {
return await sesClient.send(VerifyDomainIdentityCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to verify domain.", err);
return err;
}
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};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI VerifyDomainIdentityリファレンスのを参照し
てください。

E メール ID を検証する
次のコード例は、Amazon SES で E メール ID を検証する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { VerifyEmailIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "./libs/sesClient.js";
const EMAIL_ADDRESS = "name@example.com";
const createVerifyEmailIdentityCommand = (emailAddress) => {
return new VerifyEmailIdentityCommand({ EmailAddress: emailAddress });
};
const run = async () => {
const verifyEmailIdentityCommand =
createVerifyEmailIdentityCommand(EMAIL_ADDRESS);
try {
return await sesClient.send(verifyEmailIdentityCommand);
} catch (err) {
console.log("Failed to verify email identity.", err);
return err;
}
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI VerifyEmailIdentityリファレンスのを参照して
ください。

JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon SNS の
例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 を使用して Amazon SNS 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 Amazon SNS 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、複数の Amazon SNS 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. 603)

アクション
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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {CheckIfPhoneNumberIsOptedOutCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { phoneNumber: "353861230764" }; //PHONE_NUMBER, in the E.164 phone
number structure
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(
new CheckIfPhoneNumberIsOptedOutCommand(params)
);
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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
法を示します。
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SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {ConfirmSubscriptionCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
Token: "TOKEN", // Required. Token sent to the endpoint by an earlier Subscribe
action. */
TopicArn: "TOPIC_ARN", // Required
AuthenticateOnUnsubscribe: "true", // 'true' or 'false'
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new ConfirmSubscriptionCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import

{ SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
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// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {CreateTopicCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { Name: "TOPIC_NAME" }; //TOPIC_NAME
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new CreateTopicCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {UnsubscribeCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
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// Set the parameters
const params = { SubscriptionArn: "TOPIC_SUBSCRIPTION_ARN" }; //TOPIC_SUBSCRIPTION_ARN
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new UnsubscribeCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Load the AWS SDK for Node.js
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {DeleteTopicCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { TopicArn: "TOPIC_ARN" }; //TOPIC_ARN
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new DeleteTopicCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
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run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {GetTopicAttributesCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { TopicArn: "TOPIC_ARN" }; // TOPIC_ARN
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new GetTopicAttributesCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetTopicAttributesリファレンスのを参照して
ください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 完全な例を見つけて、AWS コード例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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SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create promise and SNS service object
var getTopicAttribsPromise = new AWS.SNS({apiVersion:
'2010-03-31'}).getTopicAttributes({TopicArn: 'TOPIC_ARN'}).promise();
// Handle promise's fulfilled/rejected states
getTopicAttribsPromise.then(
function(data) {
console.log(data);
}).catch(
function(err) {
console.error(err, err.stack);
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {GetSMSAttributesCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
var params = {
attributes: [
"DefaultSMSType",
"ATTRIBUTE_NAME",
/* more items */
],
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};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new GetSMSAttributesCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「GetSMSAttributes」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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {ListSubscriptionsByTopicCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { TopicArn: "TOPIC_ARN" }; //TOPIC_ARN
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new ListSubscriptionsByTopicCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {ListTopicsCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new ListTopicsCommand({}));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListTopicsリファレンスのを参照してくださ
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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
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import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {PublishCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
var params = {
Message: "MESSAGE_TEXT", // MESSAGE_TEXT
TopicArn: "TOPIC_ARN", //TOPIC_ARN
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new PublishCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI リファレンスの「発行」を参照してくださ
い。

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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
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// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {SetSMSAttributesCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
attributes: {
/* required */
DefaultSMSType: "Transactional" /* highest reliability */,
//'DefaultSMSType': 'Promotional' /* lowest cost */
},
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new SetSMSAttributesCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {SetTopicAttributesCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
AttributeName: "ATTRIBUTE_NAME", // ATTRIBUTE_NAME
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TopicArn: "TOPIC_ARN", // TOPIC_ARN
AttributeValue: "NEW_ATTRIBUTE_VALUE", //NEW_ATTRIBUTE_VALUE
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new SetTopicAttributesCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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
る方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {SubscribeCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
Protocol: "lambda" /* required */,
TopicArn: "TOPIC_ARN", //TOPIC_ARN
Endpoint: "LAMBDA_FUNCTION_ARN", //LAMBDA_FUNCTION_ARN
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new SubscribeCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
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} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「Subscribe」を参照してくだ
さい。

モバイルアプリケーションをトピックにサブスクライブする
次のコード例は、モバイルアプリケーションエンドポイントをサブスクスクスクスクスクスクスクスクス
クスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスク
スクスクスクスクスクライブ
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {SubscribeCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
Protocol: "application" /* required */,
TopicArn: "TOPIC_ARN", //TOPIC_ARN
Endpoint: "MOBILE_ENDPOINT_ARN", // MOBILE_ENDPOINT_ARN
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new SubscribeCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {SubscribeCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
Protocol: "email" /* required */,
TopicArn: "TOPIC_ARN", //TOPIC_ARN
Endpoint: "EMAIL_ADDRESS", //EMAIL_ADDRESS
};
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new SubscribeCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「Subscribe」を参照してくだ
さい。

JavaScript V3 用の SDK を使用した Amazon SQS の
例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 を使用して Amazon SQS 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 Amazon SQS 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、複数の Amazon SQS 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. 616)

アクション
キューがメッセージを待つ時間の変更
次のコード例は、Amazon SQS キューがメッセージの到着を待つ時間を変更する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

Amazon SQS キューがメッセージの到着を待つ時間を変更します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { SetQueueAttributesCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
Attributes: {
ReceiveMessageWaitTimeSeconds: "20",
},
QueueUrl: "SQS_QUEUE_URL", //SQS_QUEUE_URL; e.g., 'https://sqs.REGION.amazonaws.com/
ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME'
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new SetQueueAttributesCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err, err.stack);
}
};
run();
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• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI SetQueueAttributesリファレンスのを参照して
ください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 SQS キューがメッセージの到着を待つ時間を変更します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the SQS service object
var sqs = new AWS.SQS({apiVersion: '2012-11-05'});
var params = {
Attributes: {
"ReceiveMessageWaitTimeSeconds": "20",
},
QueueUrl: "SQS_QUEUE_URL"
};
sqs.setQueueAttributes(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI SetQueueAttributesリファレンスのを参照して
ください。

メッセージタイムアウトの可視性の変更
次のコード例は、Amazon SQS メッセージタイムアウトの表示方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
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const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

Amazon SQS メッセージを受信し、タイムアウトの可視性を変更します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
ReceiveMessageCommand,
ChangeMessageVisibilityCommand,
} from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const queueURL = "https://sqs.REGION.amazonaws.com/ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME"; // REGION,
ACCOUNT_ID, QUEUE_NAME
const params = {
AttributeNames: ["SentTimestamp"],
MaxNumberOfMessages: 1,
MessageAttributeNames: ["All"],
QueueUrl: queueURL,
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new ReceiveMessageCommand(params));
if (data.Messages != null) {
try {
const visibilityParams = {
QueueUrl: queueURL,
ReceiptHandle: data.Messages[0].ReceiptHandle,
VisibilityTimeout: 20, // 20 second timeout
};
const results = await sqsClient.send(
new ChangeMessageVisibilityCommand(visibilityParams)
);
console.log("Timeout Changed", results);
} catch (err) {
console.log("Delete Error", err);
}
} else {
console.log("No messages to change");
}
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Receive Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ChangeMessageVisibilityリファレンスのを参
照してください。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 SQS メッセージを受信し、タイムアウトの可視性を変更します。
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// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk')
// Set the region to us-west-2
AWS.config.update({ region: 'us-west-2' })
// Create the SQS service object
var sqs = new AWS.SQS({ apiVersion: '2012-11-05' })
var queueURL = 'https://sqs.REGION.amazonaws.com/ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME'
var params = {
AttributeNames: ['SentTimestamp'],
MaxNumberOfMessages: 1,
MessageAttributeNames: ['All'],
QueueUrl: queueURL
}
sqs.receiveMessage(params, function (err, data) {
if (err) {
console.log('Receive Error', err)
} else {
// Make sure we have a message
if (data.Messages != null) {
var visibilityParams = {
QueueUrl: queueURL,
ReceiptHandle: data.Messages[0].ReceiptHandle,
VisibilityTimeout: 20 // 20 second timeout
}
sqs.changeMessageVisibility(visibilityParams, function (err, data) {
if (err) {
console.log('Delete Error', err)
} else {
console.log('Timeout Changed', data)
}
})
} else {
console.log('No messages to change')
}
}
})

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ChangeMessageVisibilityリファレンスのを参
照してください。

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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
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// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

Amazon SQS スタンダードキューを作成する。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateQueueCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
QueueName: "SQS_QUEUE_NAME", //SQS_QUEUE_URL
Attributes: {
DelaySeconds: "60", // Number of seconds delay.
MessageRetentionPeriod: "86400", // Number of seconds delay.
},
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new CreateQueueCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

メッセージが到着するのを待つ Amazon SQS キューを作成すします。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateQueueCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
QueueName: "SQS_QUEUE_NAME", //SQS_QUEUE_URL; e.g., 'https://
sqs.REGION.amazonaws.com/ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME'
Attributes: {
ReceiveMessageWaitTimeSeconds: "20",
},
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new CreateQueueCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err, err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateQueueリファレンスのを参照してくだ
さい。
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SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 SQS スタンダードキューを作成する。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create an SQS service object
var sqs = new AWS.SQS({apiVersion: '2012-11-05'});
var params = {
QueueName: 'SQS_QUEUE_NAME',
Attributes: {
'DelaySeconds': '60',
'MessageRetentionPeriod': '86400'
}
};
sqs.createQueue(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.QueueUrl);
}
});

メッセージが到着するのを待つ Amazon SQS キューを作成すします。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the SQS service object
var sqs = new AWS.SQS({apiVersion: '2012-11-05'});
var params = {
QueueName: 'SQS_QUEUE_NAME',
Attributes: {
'ReceiveMessageWaitTimeSeconds': '20',
}
};
sqs.createQueue(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.QueueUrl);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateQueueリファレンスのを参照してくだ
さい。
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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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

Amazon SQS メッセージを受信して削除します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {
ReceiveMessageCommand,
DeleteMessageCommand,
} from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const queueURL = "SQS_QUEUE_URL"; //SQS_QUEUE_URL; e.g., 'https://
sqs.REGION.amazonaws.com/ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME'
const params = {
AttributeNames: ["SentTimestamp"],
MaxNumberOfMessages: 10,
MessageAttributeNames: ["All"],
QueueUrl: queueURL,
VisibilityTimeout: 20,
WaitTimeSeconds: 0,
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new ReceiveMessageCommand(params));
if (data.Messages) {
var deleteParams = {
QueueUrl: queueURL,
ReceiptHandle: data.Messages[0].ReceiptHandle,
};
try {
const data = await sqsClient.send(new DeleteMessageCommand(deleteParams));
console.log("Message deleted", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} else {
console.log("No messages to delete");
}
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Receive Error", err);
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}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteMessageリファレンスのを参照してく
ださい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 SQS メッセージを受信して削除します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create an SQS service object
var sqs = new AWS.SQS({apiVersion: '2012-11-05'});
var queueURL = "SQS_QUEUE_URL";
var params = {
AttributeNames: [
"SentTimestamp"
],
MaxNumberOfMessages: 10,
MessageAttributeNames: [
"All"
],
QueueUrl: queueURL,
VisibilityTimeout: 20,
WaitTimeSeconds: 0
};
sqs.receiveMessage(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Receive Error", err);
} else if (data.Messages) {
var deleteParams = {
QueueUrl: queueURL,
ReceiptHandle: data.Messages[0].ReceiptHandle
};
sqs.deleteMessage(deleteParams, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Delete Error", err);
} else {
console.log("Message Deleted", data);
}
});
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteMessageリファレンスのを参照してく
ださい。
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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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

Amazon SQS キューを削除する。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteQueueCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const params = { QueueUrl: "SQS_QUEUE_URL" }; //SQS_QUEUE_URL e.g., 'https://
sqs.REGION.amazonaws.com/ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME'
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new DeleteQueueCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err, err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteQueueリファレンスのを参照してくだ
さい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 SQS キューを削除する。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create an SQS service object
var sqs = new AWS.SQS({apiVersion: '2012-11-05'});
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var params = {
QueueUrl: 'SQS_QUEUE_URL'
};
sqs.deleteQueue(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

Amazon SQS キューの URL を取得する。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { GetQueueUrlCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const params = { QueueName: "SQS_QUEUE_NAME" };
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new GetQueueUrlCommand(params));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI GetQueueUrlリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 SQS キューの URL を取得する。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create an SQS service object
var sqs = new AWS.SQS({apiVersion: '2012-11-05'});
var params = {
QueueName: 'SQS_QUEUE_NAME'
};
sqs.getQueueUrl(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.QueueUrl);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI 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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

Amazon SQS キューを設定する。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ListQueuesCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
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import { sqsClient } from

"./libs/sqsClient.js";

const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new ListQueuesCommand({}));
console.log("Success", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err, err.stack);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListQueuesリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 SQS キューを設定する。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create an SQS service object
var sqs = new AWS.SQS({apiVersion: '2012-11-05'});
var params = {};
sqs.listQueues(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.QueueUrls);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListQueues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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
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import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

ロングポーリングサポートを使用して Amazon SQS キューからメッセージを受信します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ReceiveMessageCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const queueURL = "SQS_QUEUE_URL"; // SQS_QUEUE_URL
const params = {
AttributeNames: ["SentTimestamp"],
MaxNumberOfMessages: 1,
MessageAttributeNames: ["All"],
QueueUrl: queueURL,
WaitTimeSeconds: 20,
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new ReceiveMessageCommand(params));
console.log("Success, ", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ReceiveMessageリファレンスのを参照してく
ださい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
ロングポーリングサポートを使用して Amazon SQS キューからメッセージを受信します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the SQS service object
var sqs = new AWS.SQS({apiVersion: '2012-11-05'});
var queueURL = "SQS_QUEUE_URL";
var params = {
AttributeNames: [
"SentTimestamp"
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],
MaxNumberOfMessages: 1,
MessageAttributeNames: [
"All"
],
QueueUrl: queueURL,
WaitTimeSeconds: 20
};
sqs.receiveMessage(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ReceiveMessage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 JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SQS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });
export { sqsClient };

Amazon SQSキューにメッセージを送信します。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { SendMessageCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { sqsClient } from "./libs/sqsClient.js";
// Set the parameters
const params = {
DelaySeconds: 10,
MessageAttributes: {
Title: {
DataType: "String",
StringValue: "The Whistler",
},
Author: {
DataType: "String",
StringValue: "John Grisham",
},
WeeksOn: {
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DataType: "Number",
StringValue: "6",
},

},
MessageBody:
"Information about current NY Times fiction bestseller for week of 12/11/2016.",
// MessageDeduplicationId: "TheWhistler", // Required for FIFO queues
// MessageGroupId: "Group1", // Required for FIFO queues
QueueUrl: "SQS_QUEUE_URL" //SQS_QUEUE_URL; e.g., 'https://sqs.REGION.amazonaws.com/
ACCOUNT-ID/QUEUE-NAME'
};
const run = async () => {
try {
const data = await sqsClient.send(new SendMessageCommand(params));
console.log("Success, message sent. MessageID:", data.MessageId);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI SendMessageリファレンスのを参照してくだ
さい。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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 SQSキューにメッセージを送信します。
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create an SQS service object
var sqs = new AWS.SQS({apiVersion: '2012-11-05'});
var params = {
// Remove DelaySeconds parameter and value for FIFO queues
DelaySeconds: 10,
MessageAttributes: {
"Title": {
DataType: "String",
StringValue: "The Whistler"
},
"Author": {
DataType: "String",
StringValue: "John Grisham"
},
"WeeksOn": {
DataType: "Number",
StringValue: "6"
}
},
MessageBody: "Information about current NY Times fiction bestseller for week of
12/11/2016.",
// MessageDeduplicationId: "TheWhistler", // Required for FIFO queues
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// MessageGroupId: "Group1",
QueueUrl: "SQS_QUEUE_URL"
};

// Required for FIFO queues

sqs.sendMessage(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.MessageId);
}
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI SendMessageリファレンスのを参照してくだ
さい。

AWS STS JavaScript V3 用の SDK の使用例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 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 STS。
「アクション」は、AWS STS個々の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、AWS STS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. 631)

アクション
ロールの割り当て
次のコード例は、でロールを引き受ける方法を示していますAWS STS。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon STS service client object.
const stsClient = new STSClient({ region: REGION });
export { stsClient };

IAM ロールを割り当てます。
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { stsClient } from "./libs/stsClient.js";
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import {
AssumeRoleCommand,
GetCallerIdentityCommand,
} from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the parameters
export const params = {
RoleArn: "ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME", //ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME
RoleSessionName: "session1",
DurationSeconds: 900,
};
export const run = async () => {
try {
//Assume Role
const data = await stsClient.send(new AssumeRoleCommand(params));
return data;
const rolecreds = {
accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
};
//Get Amazon Resource Name (ARN) of current identity
try {
const stsParams = { credentials: rolecreds };
const stsClient = new STSClient(stsParams);
const results = await stsClient.send(
new GetCallerIdentityCommand(rolecreds)
);
console.log("Success", results);
} catch (err) {
console.log(err, err.stack);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI AssumeRoleリファレンスのを参照してくださ
い。
SDK for JavaScript V2

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
var roleToAssume = {RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName',
RoleSessionName: 'session1',
DurationSeconds: 900,};
var roleCreds;
// Create the STS service object
var sts = new AWS.STS({apiVersion: '2011-06-15'});
//Assume Role
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sts.assumeRole(roleToAssume, function(err, data) {
if (err) console.log(err, err.stack);
else{
roleCreds = {accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken};
stsGetCallerIdentity(roleCreds);
}
});
//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) {
var stsParams = {credentials: creds };
// Create STS service object
var sts = new AWS.STS(stsParams);

}

sts.getCallerIdentity({}, function(err, data) {
if (err) {
console.log(err, err.stack);
}
else {
console.log(data.Arn);
}
});

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI AssumeRoleリファレンスのを参照してくださ
い。

JavaScript V3 用 SDK を使用した Amazon Transcribe
の例
次のコード例は、AWS SDK for JavaScript V3 と Amazon Transcribe 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 Amazon Transcribe 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、複数の Amazon Transcribe 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. 633)

アクション
医療文字起こしジョブの削除
次のコード例は、Amazon Transcribe Mesource の文字起こしジョブを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例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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クライアントを作成します。
const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

医療文字起こしジョブの削除。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteMedicalTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
MedicalTranscriptionJobName: "MEDICAL_JOB_NAME", // For example,
'medical_transciption_demo'
};
export const run = async () => {
try {
const data = await transcribeClient.send(
new DeleteMedicalTranscriptionJobCommand(params)
);
console.log("Success - deleted");
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteMedicalTranscriptionJobリファレンスの
を参照してください。

文字起こしジョブの削除
次のコード例は、Amazon Transcribe トランスクリプションジョブを削除する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };
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文字起こしジョブの削除。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
TranscriptionJobName: "JOB_NAME", // Required. For example, 'transciption_demo'
};
export const run = async () => {
try {
const data = await transcribeClient.send(
new DeleteTranscriptionJobCommand(params)
);
console.log("Success - deleted");
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteTranscriptionJobリファレンスのを参照
してください。

医療文字起こしジョブの表示
次のコード例は、Amazon Transcribe Medicalesource ジョブをリストする方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

医療転写の仕事を一覧表示します。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { StartMedicalTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
// Set the parameters
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export const params = {
MedicalTranscriptionJobName: "MEDICAL_JOB_NAME", // Required
OutputBucketName: "OUTPUT_BUCKET_NAME", // Required
Specialty: "PRIMARYCARE", // Required. Possible values are 'PRIMARYCARE'
Type: "JOB_TYPE", // Required. Possible values are 'CONVERSATION' and 'DICTATION'
LanguageCode: "LANGUAGE_CODE", // For example, 'en-US'
MediaFormat: "SOURCE_FILE_FORMAT", // For example, 'wav'
Media: {
MediaFileUri: "SOURCE_FILE_LOCATION",
// The S3 object location of the input media file. The URI must be in the same
region
// as the API endpoint that you are calling.For example,
// "https://transcribe-demo.s3-REGION.amazonaws.com/hello_world.wav"
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await transcribeClient.send(
new StartMedicalTranscriptionJobCommand(params)
);
console.log("Success - put", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListMedicalTranscriptionJobsリファレンスのを
参照してください。

会話変換変換ジョブを一覧表示する
次のコード例は、Amazon Transcribe トランスクリプションジョブを一覧表示する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

変換ジョブを表示します。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ListTranscriptionJobsCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
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// Set the parameters
export const params = {
JobNameContains: "KEYWORD", // Not required. Returns only transcription
// job names containing this string
};
export const run = async () => {
try {
const data = await transcribeClient.send(
new ListTranscriptionJobsCommand(params)
);
console.log("Success", data.TranscriptionJobSummaries);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListTranscriptionJobsリファレンスのを参照し
てください。

医療文字起こしジョブの作成
次のコード例は、Amazon Transcribe Mesource ジョブの開始方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

医療文字起こしジョブの開始
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { StartMedicalTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
MedicalTranscriptionJobName: "MEDICAL_JOB_NAME", // Required
OutputBucketName: "OUTPUT_BUCKET_NAME", // Required
Specialty: "PRIMARYCARE", // Required. Possible values are 'PRIMARYCARE'
Type: "JOB_TYPE", // Required. Possible values are 'CONVERSATION' and 'DICTATION'
LanguageCode: "LANGUAGE_CODE", // For example, 'en-US'
MediaFormat: "SOURCE_FILE_FORMAT", // For example, 'wav'
Media: {
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MediaFileUri: "SOURCE_FILE_LOCATION",
// The S3 object location of the input media file. The URI must be in the same
region
// as the API endpoint that you are calling.For example,
// "https://transcribe-demo.s3-REGION.amazonaws.com/hello_world.wav"
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await transcribeClient.send(
new StartMedicalTranscriptionJobCommand(params)
);
console.log("Success - put", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI StartMedicalTranscriptionJobリファレンスの
を参照してください。

文字起こしジョブの作成
次のコード例は、Amazon Transcribe トランスクリプションジョブを開始する方法を示しています。
SDK for JavaScript V3

Note
もっとあります GitHub. 用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法
を確認してください。
クライアントを作成します。
const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

文字起こしジョブの作成。
// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { StartTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
TranscriptionJobName: "JOB_NAME",
LanguageCode: "LANGUAGE_CODE", // For example, 'en-US'
MediaFormat: "SOURCE_FILE_FORMAT", // For example, 'wav'
Media: {
MediaFileUri: "SOURCE_LOCATION",
// For example, "https://transcribe-demo.s3-REGION.amazonaws.com/hello_world.wav"
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},
OutputBucketName: "OUTPUT_BUCKET_NAME"
};
export const run = async () => {
try {
const data = await transcribeClient.send(
new StartTranscriptionJobCommand(params)
);
console.log("Success - put", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI StartTranscriptionJobリファレンスのを参照し
てください。

JavaScript V3 用 SDK を使用したクロスサービスの
例
次のサンプルアプリケーションでは、AWS SDK for JavaScript V3AWS のサービス を使用して複数のアプ
リケーションを処理します。
例
• Amazon Transcribe アプリを構築する (p. 639)
• Amazon Transcribe ストリーミングアプリケーションを構築する (p. 640)
• 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. 640)
• ウェブアプリケーション内に Amazon Lex Chatbot を作成して、ウェブサイトの訪問者に対応しま
す。 (p. 641)
• 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. 641)
• Aurora サーバーレス作業項目トラッカーの作成 (p. 641)
• Amazon Textract エクスプローラーアプリケーションを作成する (p. 642)
• AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition でイメージ内の PPE を検出する (p. 642)
• 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. 643)
• 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. 643)
• ブラウザからの Lambda 関数の呼び出し (p. 644)
• API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す (p. 644)
• Step Functions を使用して Lambda 関数を呼び出す (p. 644)
• 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. 645)

Amazon Transcribe アプリを構築する
SDK for JavaScript V3
Amazon Transcribe を使用して音声録音を文字起こしし、ブラウザに表示するアプリを作成します。
このアプリは 2 つの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを使用します。1 つは
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ングアプリケーションを構築する
アプリケーションコードをホストし、もう 1 つはトランスクリプションを保存します。このアプリ
は、Amazon Cognito ユーザープールを使用してユーザーを認証します。認証済みユーザーは、必要
な AWS サービスにアクセスする AWS Identity and Access Management (IAM) 許可があります。

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、で完全な例を参照してくださ
いGitHub。
この例は、AWS SDK for JavaScript v3 デベロッパーガイドでも使用できます。

この例で使用されているサービス
• Amazon Cognito ID
• Amazon S3
• Amazon Transcribe

Amazon Transcribe ストリーミングアプリケーション
を構築する
SDK for JavaScript V3
Amazon Transcribe を使用して、ライブオーディオをリアルタイムで記録、転写、翻訳し、Amazon
Simple Email Service (Amazon SES) を使用して結果を E メールで送信するアプリケーションを構築
する方法について説明します。
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、で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 SES
• Amazon Transcribe
• Amazon Translate

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 JavaScript V3
この例では、ユーザーが Amazon DynamoDB テーブルにデータを送信し、Amazon Simple
Notification Service (Amazon SNS) を使用して管理者にテキストメッセージを送信できるようにする
アプリを構築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、で完全な例を参照してくださ
いGitHub。
この例は、AWS SDK for JavaScript v3 デベロッパーガイドでも使用できます。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
• Amazon SNS
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ウェブアプリケーション内に Amazon Lex Chatbot を
作成して、ウェブサイトの訪問者に対応します。
SDK for JavaScript V3
Amazon Lex API を使用してウェブアプリケーション内に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、AWS SDK for JavaScript開発者ガ
イドで完全な例「Amazon Lex チャットボットの構築」を参照してください。

この例で使用されているサービス
• Amazon Comprehend
• Amazon Lex
• Amazon Translate

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 JavaScript V3
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、で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

Aurora サーバーレス作業項目トラッカーの作成
SDK for JavaScript V3
AWS SDK for JavaScript(v3) を使用して Amazon Aurora データベースの作業項目を追跡し、Amazon
Simple Email Service (Amazon SES) を使用してレポートを E メールで送信するウェブアプリケー
ションを作成する方法を示します。この例では、React.js で構築されたフロントエンドを使用して
Express Node.js バックエンドと対話します。
• React.js ウェブアプリケーションを AWS のサービス と統合します。
• Aurora テーブルの項目を一覧表示、追加、更新します。
• Amazon SES を使用して、フィルター処理された作業項目の E メールレポートを送信します。
• 付属の AWS CloudFormation スクリプトでサンプルリソースをデプロイおよび管理します。
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、で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
• Aurora
• Amazon RDS
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ラーアプリケーションを作成する
• Amazon RDS データサービス

• Amazon SES

Amazon Textract エクスプローラーアプリケーション
を作成する
SDK for JavaScript V3
AWS SDK for JavaScript を使用して、Amazon Textract を使用してドキュメントイメージからデータ
を抽出し、インタラクティブなウェブページに表示する React アプリケーションを構築する方法を示
します。この例はウェブブラウザで実行され、認証情報に認証された Amazon Cognito ID が必要で
す。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) をストレージに使用し、通知のために、Amazon
Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにサブスクライブした Amazon Simple Queue
Service (Amazon SQS) キューをポーリングします。
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、で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 Cognito ID
• Amazon S3
• Amazon SNS
• Amazon SQS
• Amazon Textract

AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition でイ
メージ内の PPE を検出する
SDK for JavaScript V3
Amazon Rekognition で、AWS SDK for JavaScript を使用して Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) バケット内にあるイメージで個人用保護具 (PPE) を検出するアプリケーションを作成
する方法を示します。アプリケーションは、結果を Amazon DynamoDB テーブルに保存し、Amazon
Simple Email Service (Amazon SES) を使用して結果を記載した E メール通知を管理者に送信しま
す。
以下ではその方法を説明しています。
•
•
•
•

Amazon Cognito を使用して認証されていないユーザーを作成します。
Amazon Rekognition を使用して、PPE の画像を分析します。
Amazon SES の E メールアドレスを検証します。
結果で DynamoDB テーブルを更新します。

• Amazon SES を使用して E メール通知を送信します。
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、で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
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• 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 JavaScript V3
AWS SDK for JavaScript を含む Amazon Rekognition を使用して、Amazon Rekognition を使用し、
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット 内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。
以下ではその方法を説明しています。
• Amazon Cognito を使用して認証されていないユーザーを作成します。
• Amazon Rekognition を使用して、オブジェクトのイメージを分析します。
• Amazon SES の E メールアドレスを検証します。
• Amazon SES を使用して E メール通知を送信します。
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、で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 JavaScript V3
AWS SDK for JavaScript を含む Amazon Rekognition 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。
以下ではその方法を説明しています。
• Amazon Cognito を使用して認証されていないユーザーを作成します。
• Amazon Rekognition を使用して、PPE の画像を分析します。
• Amazon SES の E メールアドレスを検証します。
• Amazon SES を使用して E メール通知を送信します。
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、で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
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ブラウザからの Lambda 関数の呼び出し
SDK for JavaScript V2
Amazon DynamoDB のテーブルをユーザーの選択内容で更新する AWS Lambda 関数を使用した、ブ
ラウザベースのアプリケーションを作成することができます。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、で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
SDK for JavaScript V3
Amazon DynamoDB のテーブルをユーザーの選択内容で更新する AWS Lambda 関数を使用した、ブ
ラウザベースのアプリケーションを作成することができます。このアプリは AWS SDK for JavaScript
v3 を使用します。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、で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

API Gateway を使用して Lambda 関数を呼び出す
SDK for JavaScript V3
Lambda JavaScript ランタイム API を使用してAWS Lambda関数を作成する方法を示します。この例
では、特定のユースケースを実行する異なる AWS サービスを呼び出します。この例では、Amazon
API Gateway によって呼び出される Lambda 関数を作成する方法を示します。この関数は、Amazon
DynamoDB テーブルをスキャンして、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用し
て、従業員に年間の記念日を祝福するテキストメッセージを送信します。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、で完全な例を参照してくださ
いGitHub。
この例は、AWS SDK for JavaScript v3 デベロッパーガイドでも使用できます。

この例で使用されているサービス
•
•
•
•

API Gateway
DynamoDB
Lambda
Amazon SNS

Step Functions を使用して Lambda 関数を呼び出す
SDK for JavaScript V3
AWS Step Functions と AWS SDK for JavaScript を使用して AWS サーバーレスワークフローを作成
する方法を示します。各ワークフローステップは、AWS Lambda 関数を使用して実装されます。
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使用した Lambda 関数の呼び出し
Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理サーバーなしでもコードを実行し、有効にするコ
ンピューティングサービスです。Step Functionsは、Lambda関数と他のAWSサービスを組み合わせて
ビジネスクリティカルなアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービス
です。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、で完全な例を参照してくださ
いGitHub。
この例は、AWS SDK for JavaScript v3 デベロッパーガイドでも使用できます。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
• Lambda
• Amazon SES
• ステップ関数

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 JavaScript V3
AWS Lambda関数を呼び出す Amazon EventBridge スケジュールイベントを作成する方法を示しま
す。 EventBridge cron式を使用してLambda関数が呼び出されるタイミングをスケジュールするよう
に設定します。この例では、Lambda JavaScript ランタイム API を使用して Lambda 関数を作成し
ます。この例では、特定のユースケースを実行する異なる AWS サービスを呼び出します。この例で
は、年間の記念日に従業員を祝福するモバイルテキストメッセージを従業員に送信するアプリを作成
する方法を示します。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、で完全な例を参照してくださ
いGitHub。
この例は、AWS SDK for JavaScript v3 デベロッパーガイドでも使用できます。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
• EventBridge
• Lambda
• Amazon SNS
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この AWS 製品またはサービスのセ
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
• この AWS 製品またはサービスのデータ保護 (p. 646)
• この AWS 製品またはサービスの Identity and Access Management (p. 647)
• この AWS 製品またはサービスのコンプライアンス検証 (p. 647)
• この AWS 製品またはサービスの耐障害性 (p. 648)
• 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. 648)
• 最小 TLS バージョンの適用 (p. 649)

この AWS 製品またはサービスのデータ保護
AWS 責任共有モデル は、このAWSの製品またはサービス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 Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
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• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3
に保存される機密データの検出と保護が支援されます。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
顧客の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなどの
自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、ま
たは AWS SDK を使用して、この AWS 製品またはその他の AWS サービスを使用する場合も同様です。
タグまたは名前に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合がありま
す。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を
URL に含めないことを強くお勧めします。

この AWS 製品またはサービスの Identity and
Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全にコント
ロールするために役立つ Amazon Web Services (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 のサービスのリソースの使用を許可する (アクセス許可を付与する) かを制御しま
す。IAM は、AWS のサービスで追加料金は発生しません。
この AWS 製品またはサービスを使用して AWS にアクセスするには、AWS アカウントと AWS 認証情報
が必要です。AWS アカウントのセキュリティを高めるため、アクセス認証情報を指定する場合は、AWS
アカウント認証情報ではなく、IAM ユーザーを使用することをお勧めします。
IAM の使用の詳細については、「AWS Identity and Access Management」を参照してください。
IAM ユーザーの概要と、IAM ユーザーがアカウントのセキュリティにとって重要である理由について
は、Amazon Web Services 全般的なリファレンスの AWS セキュリティ認証情報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コンプライアンス
検証
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。
AWS サービスのセキュリティおよびコンプライアンスは、複数の 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者により評価されます。これには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA、
その他が含まれます。AWS は特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS のサービスのリス
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トを「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」で提供し、頻繁に更新していま
す。
サードパーティーの監査レポートは、AWS Artifact を使用してダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact にレポートをダウンロードする」を参照してください。
AWS コンプライアンスプログラムの詳細については、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照して
ください。
この AWS 製品またはサービスを使用して AWS のサービスにアクセスする際のお客様のコンプライアン
ス責任は、お客様のデータの機密性、組織のコンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって
決定されます。AWS のサービスの使用が HIPAA、PCI、または FedRAMP などの規格に準拠しているこ
とを前提としている場合、AWS は以下を支援するリソースを提供します。
• セキュリティおよびコンプライアンスのクイックスタートガイド – 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
ための手順を説明するデプロイガイド。
• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのアーキテクチャ設計に関するホワイトペーパー – このホワ
イトペーパーでは、企業が AWS を使用して HIPAA に準拠してい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。
• AWS コンプライアンスのリソース – お客様の業界や場所に適用される可能性があるワークブックとガイ
ドのコレクション。
• AWS Config – 自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を
評価するサービス。
• AWS Security Hub – セキュリティに関する業界標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに
役立つ、AWS 内でのセキュリティ状態の包括的な表示です。

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
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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。

最小 TLS バージョンの適用
AWS のサービスとの通信時にセキュリティを強化するには、TLS 1.2 以降を使用するように AWS SDK
for JavaScript を設定します。

Important
AWS SDK for JavaScriptv3 は、指定されたAWSサービスエンドポイントがサポートする最大レベ
ルの TLS バージョンを自動的にネゴシエートします。オプションで、TLS 1.2 や 1.3 など、アプ
リケーションに必要な最小 TLS バージョンを指定できますが、一部の AWS サービスエンドポイ
ントでは TLS 1.3 はサポートされていないことに注意してください。TLS 1.3 を指定すると一部
の呼び出しが失敗することがあります。
Transport Layer Security (TLS) は、ネットワーク上で交換されるデータのプライバシーと整合性を確保す
るために、ウェブブラウザやその他のアプリケーションで使用されるプロトコルです。

Node.js での TLS の検証と適用
AWS SDK for JavaScript と Node.js を共に使用すると、基盤となる Node.js セキュリティレイヤーを使用
して TLS バージョンが設定されます。
Node.js 12.0.0 以降では、TLS 1.3 をサポートする OpenSSL 1.1.1b 以降のバージョンが使用されま
す。AWS SDK for JavaScript v3 では、使用可能な場合、デフォルトで TLS 1.3 が指定されますが、必要
な場合はデフォルトで下位バージョンが指定されます。

OpenSSL および TLS のバージョンを検証します。
コンピュータ上の Node.js で使用されている OpenSSL のバージョンを取得するには、次のコマンドを実
行します。
node -p process.versions

リスト内の OpenSSL のバージョンは、次の例に示すように、Node.js で使用されるバージョンです。
openssl: '1.1.1b'

コンピュータ上の Node.js で使用されている TLS のバージョンを取得するには、Node シェルを起動し、
次のコマンドを順に実行します。
> var tls = require("tls");
> var tlsSocket = new tls.TLSSocket();
> tlsSocket.getProtocol();

最後のコマンドは、次の例に示すように TLS のバージョンを出力します。
'TLSv1.3'

Node.js はデフォルトでこのバージョンの TLS を使用し、呼び出しが失敗した場合は別のバージョンの
TLS のネゴシエートを試みます。
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TLS の最小バージョンの指定
Node.js は、呼び出しが失敗した場合に TLS のバージョンをネゴシエートします。このネゴシエーション
では、コマンドラインからスクリプトを実行する場合も、 JavaScript コード内のリクエストごとに実行す
る場合も、最小許容TLSバージョンを適用することもできます。
コマンドラインから TLS の最小バージョンを指定するには、Node.js バージョン 11.0.0 以降を使用する必
要があります。特定の Node.js バージョンをインストールするには、まず「Node Version Managerのイン
ストールと更新」のステップを使用して、Node Version Manager(nvm)をインストールします。続いて、
次のコマンドを実行し、特定バージョンの Node.js をインストールして使用します。
nvm install 11
nvm use 11

Enforcing TLS 1.2
TLS 1.2 が最小許容バージョンであることを指定するには、次の例に示すように、スクリプトの実行
時に --tls-min-v1.2 引数を指定します。
node --tls-min-v1.2 yourScript.js

JavaScript コード内の特定のリクエストに対して許容される最小TLSバージョンを指定するには、次
の例に示すように、httpOptionsパラメータを使用してプロトコルを指定します。
const https = require("https");
const {NodeHttpHandler} = require("@aws-sdk/node-http-handler");
const {DynamoDBClient} = require("@aws-sdk/client-dynamodb");
const client = new DynamoDBClient({
region: "us-west-2",
requestHandler: new NodeHttpHandler({
httpsAgent: new https.Agent(
{
secureProtocol: 'TLSv1_2_method'
}
)
})
});

Enforcing TLS 1.3
TLS 1.3 が最小許容バージョンであることを指定するには、次の例に示すように、スクリプトの実行
時に --tls-min-v1.3 引数を指定します。
node --tls-min-v1.3 yourScript.js

JavaScript コード内の特定のリクエストに対して許容される最小TLSバージョンを指定するには、次
の例に示すように、httpOptionsパラメータを使用してプロトコルを指定します。
const https = require("https");
const {NodeHttpHandler} = require("@aws-sdk/node-http-handler");
const {DynamoDBClient} = require("@aws-sdk/client-dynamodb");
const client = new DynamoDBClient({
region: "us-west-2",
requestHandler: new NodeHttpHandler({
httpsAgent: new https.Agent(
{
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});

})

)

}

secureProtocol: 'TLSv1_3_method'

ブラウザスクリプトでの TLS の検証と適用
JavaScript ブラウザスクリプトで SDK for を使用する場合、ブラウザの設定によって、使用される TLS の
バージョンが制御されます。ブラウザで使用される TLS のバージョンは、スクリプトによって検出また
は設定できないため、ユーザーが設定する必要があります。ブラウザスクリプトで使用される TLS のバー
ジョンを検証して適用する方法については、お使いのブラウザの手順を参照してください。
Microsoft Internet Explorer
1.

Internet Explorer を開きます。

2.

メニューバーから、[ツール] - [インターネットオプション] - [詳細設定] タブを選択します。

3.

[セキュリティ] まで下にスクロールし、[TLS 1.2 の使用] チェックボックスを手動でオンにしま
す。

4.

[OK] をクリックします。

5.

ブラウザを閉じて、Internet Explorer を再起動します。

Microsoft Edge
1.

Windows メニューの検索ボックスに、「############」と入力します。

2.

[最も一致する検索結果] で、[インターネットオプション] をクリックします。

3.

[インターネットのプロパティ] ウィンドウの [詳細設定] タブで、[セキュリティ] セクションまで
下にスクロールします。

4.

[TLS 1.2 の使用] チェックボックスをオンにします。

5.

[OK] をクリックします。

Google Chrome
1.

Google Chrome を開きます。

2.

Alt + F キーを押し、[設定] を選択します。

3.

下にスクロールし、[詳細設定] を選択します。

4.

[システム] まで下にスクロールし、[パソコンのプロキシ設定を開く] をクリックします。

5.

[詳細設定] タブを選択します。

6.

[セキュリティ] まで下にスクロールし、[TLS 1.2 の使用] チェックボックスを手動でオンにしま
す。

7.

[OK] をクリックします。

8.

ブラウザを閉じて Google Chrome を再起動します。

Mozilla Firefox
1.

Firefox を開きます。

2.

アドレスバーに「about:config」と入力し、Enter キーを押します。

3.

[検索] フィールドに「tls」と入力します。[security.tls.version.min] のエントリを見つけてダブル
クリックします。

4.

TLS 1.2 プロトコルをデフォルトに指定するには、整数値を 3 に設定します。
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5.

[OK] をクリックします。

6.

ブラウザを閉じて Mozilla Firefox を再起動します。

Apple Safari
SSL プロトコルを有効にするオプションはありません。Safari バージョン 7 以降を使用している場合
は、TLS 1.2 が自動的に有効になります。
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AWS SDK for JavaScriptバージョン3
のドキュメント履歴
ドキュメント履歴
• ドキュメント最新更新日: 2022 年 8 月 22 日
次の表は、2020年10月20日以降のAWS SDK for JavaScriptのV3リリースの重要な変更点を示していま
す。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードを購読してください。
変更

説明

日付

発表 (p. 653)

トップバナーを次のように更新
しました end-of-support Internet
Explorer 11 のリマインダー

2022 年 9 月 23 日

マイナーな更新 (p. 653)

リンク切れを明確にし、解決す
2022 年 8 月 22 日
るためのマイナーアップデート。
啓発リンクを以下に追加しました
AWSSDK とツールのリファレン
スガイド

最小 TLS バージョンの適
用 (p. 649)

TLS 1.3 に関する情報を追加しま
した。

UpdatedAWS
Lambdatutorial (p. 311)(チュート
リアルを更新しました）

Amazon DynamoDBの表にデー
2020 年 10 月 20 日
タを送信するブラウザベースのア
プリケーションを構築する方法を
示すチュートリアルを追加しまし
た。

Node.jsトピックの認証情報の設
定が更新されました (p. 27)

AWS SDK for JavaScriptV3の
Node.js の認証情報の設定に関す
るトピックを更新します。

v3への移行 (p. 25)

AWS SDK for JavaScriptV3への
2020 年 10 月 20 日
移行方法を説明するトピックを追
加しました。

使用開始 (p. 8)

ブラウザの使用開始とAWS SDK 2020 年 10 月 20 日
for JavaScriptV3のNode.jsの使用
開始に関するトピックを更新しま
した。

Browser builder (p. 653)（ブラ
ウザビルダー）

AWSBrowser Builderに関
2020 年 10 月 20 日
する情報は、AWS SDK for
JavaScriptV3には必要ないため、
削除されました。

Amazon Transcribeサービスの例
が更新されました (p. 297)

AWS SDK for JavaScriptV3の
Amazon Transcribeサービスの例
を更新しました。
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Amazon Simple ストレージサー
ビスのサービス例が更新されま
した (p. 180)

AWS SDK for JavaScriptV3の
Amazon Simple ストレージサー
ビスのサービス例を更新しまし
た。

2020 年 10 月 20 日

Amazon Simple キューサービ
スのサービス例が更新されまし
た (p. 280)

AWS SDK for JavaScriptV3の
Amazon Simple キューサービス
のサービス例を更新しました。

2020 年 10 月 20 日

Amazon Simple通知サービス
のサービス例が更新されまし
た (p. 259)

AWS SDK for JavaScriptV3の
Amazon Simple 通知サービスの
サービス例を更新しました。

2020 年 10 月 20 日

Amazon Simple Email サービ
スのサービス例が更新されまし
た (p. 232)

AWS SDK for JavaScriptV3の
Amazon Simple Emailサービスの
サービス例を更新しました。

2020 年 10 月 20 日

Amazon S3 Glacier のサービス例 AWS SDK for JavaScriptV3の
2020 年 10 月 20 日
が更新されました (p. 142)
Amazon S3 Glacier のサービス例
を更新しました。
Amazon Redshift サービス例が更 AWS SDK for JavaScriptV3の
新されました (p. 305)
Amazon Redshiftのサービス例を
更新しました。

2020 年 10 月 20 日

Amazon Lex サービス例が更新さ
れました (p. 177)

AWS SDK for JavaScriptV3の
Amazon Lexのサービス例を更新
しました

2020 年 10 月 20 日

Amazon Kinesisのサービス例が
更新されました (p. 169)

AWS SDK for JavaScriptV3の
Amazon Kinesisのサービス例を
更新しました。

2020 年 10 月 20 日

Amazon Elastic Compute Cloud
のサービス例が更新されまし
た (p. 107)

AWS SDK for JavaScriptV3の
Amazon Elastic Compute Cloud
のサービス例を更新しました。

2020 年 10 月 20 日

Amazon DynamoDBのサービス
例が更新されました (p. 80)

AWS SDK for JavaScriptV3の
Amazon DynamoDBのサービス
例を更新しました。

2020 年 10 月 20 日

アマゾン CloudWatch サービス
例が更新されました (p. 60)

Amazon が更新されました
2020 年 10 月 20 日
CloudWatch のサービスの例AWS
SDK for JavaScriptV3。

AWS Elemental MediaConvert
サービス例が更新されまし
た (p. 126)

AWS Elemental が更新されまし
た MediaConvert のサービスの例
AWS SDK for JavaScriptV3。

2020 年 10 月 20 日

AWS Identity and Access
Managementサービス例が更
新 (p. 145)されました

AWS SDK for JavaScriptV3
のAWS Identity and Access
Managementサービス例を更新し
ました。

2020 年 10 月 20 日

AWS Lambdaサービス例が更
新 (p. 176)されました

AWS SDK for JavaScriptV3の
AWS Lambdaサービス例を更新
しました。

2020 年 10 月 20 日
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AWS SDK for JavaScriptv3
デベロッパーガイドのプレ
ビュー (p. 653)

AWS SDK for JavaScriptv3デベ
2020 年 10 月 19 日
ロッパーガイドのプレリリース
バージョンをリリースしました。

655

