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このバージョンについて

AWS SDK for .NET とは
AWS SDK for .NET を利用すると、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) や Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) など、費用効果の高い、スケーラブルで信頼できる AWS サービスを利用
する .NET アプリケーションを構築できます。SDK は、.NET 開発者にとって一貫性のある使い慣れた一
連のライブラリを提供することで、AWS サービスの使用を簡素化します。

(わかりました。の準備が整いましたクイック・ツアー (p. 5)またはを起動するにはのセットアッ
プ (p. 15).)

このバージョンについて
Note
このドキュメントはバージョン 3.0 以降の AWS SDK for .NET を対象としています。主に.NET
Core と ASP.NET Core に焦点を当てていますが、.NET Framework および ASP.NET 4.x に関す
る情報についても説明します。Windows と Visual Studio に加えて、クロスプラットフォーム開
発についても同等の考慮事項を提供します。
移行の詳細については、「プロジェクトの移行 (p. 81)」を参照してください。
以前のバージョンの AWS SDK for .NET の廃止された機能については、次の項目を参照してくだ
さい。
• AWS SDK for .NET (バージョン 2、廃止) 開発者ガイド

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

一般的なユースケース
AWS SDK for .NET は、以下のような魅力的なユースケースを実現するのに役立ちます。
• AWS Identity and Access Management (IAM) を使用してユーザーおよびロールの管理します。
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• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にアクセスしてバケットを作成し、オブジェクトを格納
します。
• トピックの Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) HTTP サブスクリプションを管理しま
す。
• S3 転送ユーティリティを使用して、Xamarin アプリケーションから Amazon S3 にファイルを転送しま
す。
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して、システム内のコンポーネント間のメッセー
ジとワークフローを処理します。
• SQL ステートメントを Amazon S3 Select に送信して、効率的な Amazon S3 転送操作を実行します。
• Amazon EC2 インスタンスを作成および起動して、Amazon EC2 スポットインスタンスを設定およびリ
クエストします。

このセクションのその他のトピック
• AWSに関連するツールAWS SDK for .NET (p. 2)
• AWSSDK とツールのリファレンスガイド (p. 3)
• その他のリソース (p. 3)

AWSに関連するツールAWS SDK for .NET
Windows PowerShell 用のツールと PowerShell Core
用のツール
AWS Tools for Windows PowerShell と AWS Tools for PowerShell Core は、AWS SDK for .NET が公開し
ている機能に基づいて構築された PowerShell モジュールです。-AWSPowerShell ツールを使用すると、の
操作のスクリプト処理を実行できます。AWSPowerShell プロンプトからのリソース。コマンドレットの実
装には SDK のサービスクライアントとメソッドが使用されていますが、コマンドでは PowerShell の慣用
的な方法に従ってパラメータを指定し、結果を処理できます。
開始するには、「AWS Tools for Windows PowerShell」を参照してください。

Toolkit for VS Code
AWS Toolkit for Visual Studio Code は、Visual Studio Code (VS Code) エディタ用のプラグインです。こ
のツールキットを使用すると、AWS を使用するアプリケーションの開発、デバッグ、およびデプロイが容
易になります。
このツールキットでは、次のような操作ができます。
• AWS Lambda 関数を含むサーバーレスアプリケーションを作成し、これらのアプリケーションを AWS
CloudFormation スタックにデプロイする。
• Amazon EventBridge スキーマを操作する
• IntelliSense を使用して Amazon ECS タスク定義ファイルを操作する。
• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) アプリケーションを視覚化する。

Toolkit for Visual Studio
AWS Toolkit for Visual Studio は、アマゾン ウェブ サービスを使用した .NET アプリケーションの開発、
デバッグ、デプロイを容易にする、Visual Studio IDE 用プラグインです。Toolkit for Visual Studio は
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Lambda などのサービスの Visual Studio テンプレートと、ウェブアプリケーションとサーバーレスアプリ
ケーション用のデプロイウィザードを提供します。♪AWSExplorer を使用して Amazon EC2 インスタン
スを管理する、Amazon DynamoDB テーブルを操作する、Amazon Simple Notification Service (Amazon
SNS) キューに対してメッセージを発行するなどの作業を実行できます。すべて Visual Studio 内で行うこ
とができます。
開始するには、「」を参照してください。のセットアップAWS Toolkit for Visual Studio。

Toolkit for Azure DevOps
AWS Toolkit for Microsoft Azure DevOps は、Azure DevOps および Azure DevOps Server のビルド
パイプラインとリリースパイプラインで AWS のサービスを簡単に使用するためのタスクを追加しま
す。Amazon S3 を使用して作業できます。AWS Elastic Beanstalk,AWS CodeDeploy, Lambda,AWS
CloudFormation、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)、Amazon SNS Windows PowerShell モ
ジュールと AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してコマンドを実行することもできます。
の使用を開始するにはAWS Toolkit for Azure DevOps「」を参照してください。AWS Toolkit for Microsoft
Azure DevOpsユーザーガイド。

AWSSDK とツールのリファレンスガイド
-AWSSDK とツールのリファレンスガイド多くの関連性があり重要な情報が含まれています。AWSSDK と
ツールキット、およびAWS CLI。次に、リファレンスに含まれる情報のいくつかの例を示します。
• に関する情報共有したAWS configそしてcredentialsファイルそして彼らロケーション。
• のセットアップAWSアカウント、ユーザー、ロール
• 構成および認証設定のリファレンス
• AWS共通ランタイム (CRT) ライブラリ
• AWS SDK とツールのメンテナンスポリシー
• AWS SDK とツールのバージョンサポートマトリクス

その他のリソース
サポートされているサービス
AWS SDK for .NET は、AWS インフラストラクチャ製品のほとんどをサポートしており、サービスの追
加も頻繁に行っています。SDK によってサポートされている AWS のサービスの一覧については、SDK
README ファイルを参照してください。
リビジョン履歴
さまざまなリリースで何が変更されたかを調べるには、以下を参照してください。
• SDK 変更ログ
• AWS SDK for .NET の最新情報 (p. 81)
• ドキュメント履歴 (p. 526)
AWS SDK for .NET のホームページ
AWS SDK for .NET の詳細については、SDK のホームページ (https://aws.amazon.com/sdk-for-net/) を参照
してください。
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SDK リファレンスドキュメント
SDK リファレンスドキュメントでは、SDK に付属するすべてのコードを参照して検索できます。詳細な
ドキュメントと使用例を確認できます。詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスを参照し
てください。
AWSre: Post (以前はAWSフォーラム)
訪問AWSre: Postと表される。具体的にはに関するトピックAWS SDK for .NETに関する質問や要望をお寄
せください。AWS。各ドキュメントページには試してみましょうAWSre: Post関連する re: Post トピック
に移動できる、ページの下部にあるリンクを使用します。AWSエンジニアがトピックを見ていて、質問や
意見、要望、問題に対応しています。
Re: post にサインインしている場合は、トピックをフォローすることもできます。のトピックをフォロー
するにはAWS SDK for .NETにアクセスしてください。すべてのトピックページで「.NET」を見つけて
AWS「を選択し、フォローボタン。
ツールキット
• AWS Toolkit for Visual Studio: Microsoft Visual Studio IDE を使用する場合は、をチェックアウトする必
要があります。AWS Toolkit for Visual Studioユーザーガイド。
• AWS Toolkit for Visual Studio Code: Microsoft Visual Studio IDE を使用する場合は、をチェックアウト
する必要があります。AWS Toolkit for Visual Studio Codeユーザーガイド。
便利なライブラリ、拡張機能、およびツール
にアクセスしてくださいaws/dotnetそしてaws/aws-sdk-netのリポジトリー GitHub .NET アプリケーショ
ンとサービスの構築に役立つライブラリ、ツール、およびリソースへのリンクを提供する Web サイト
AWS。
次に例をいくつか示します。
• AWS .NET Configuration Extension for Systems Manager
• AWS Extensions .NET Core セットアップ
• AWS Logging .NET
• Amazon Cognito Authentication 拡張ライブラリ
• AWS X-Ray SDK for .NET
その他のリソース
役に立つと思われるその他のリソースを次に示します。
• 開発者ネット
• の .NET 開発環境AWSクラウド-クイックスタートリファレンスデプロイ
• こんにちは、クラウド！ ブログ
• AWS Microservice Extractor for .NET
• .NETT の移植アシスタント
• AWSSDK とツールのリファレンスガイド
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の演習を示します。AWS SDK
for .NET
このセクションでは、を初めて使用する開発者向けの基本的なセットアップ手順とチュートリアルが含ま
れています。AWS SDK for .NET。
詳細については、次のセクションを参照してください。環境をセットアップする (p. 15),プロジェクト
をセットアップする (p. 17), およびガイダンス付きのコード例 (p. 88)
トピック
• AWS SDK for .NET を使用したシンプルなクロスプラットフォームアプリケーション (p. 5)
• AWS SDK for .NET を使用したシンプルな Windows ベースのアプリケーション (p. 10)
• 次のステップ (p. 14)

AWS SDK for .NET を使用したシンプルなクロスプ
ラットフォームアプリケーション
このチュートリアルでは を使用します。AWS SDK for .NETまた、.NET Core はクロスプラットフォーム
開発用です。また、SDK を使用して、Amazon S3 バケット自分が所有し、オプションでバケットを作成
します。

ステップ
• このチュートリアルのセットアップ (p. 5)
• プロジェクトの作成 (p. 7)
• コードの作成 (p. 7)
• アプリケーションを実行する (p. 9)
• クリーンアップ (p. 9)

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、「の設定AWS SDK
for .NET環境 (p. 15)」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
を作成するにはAWSアカウント、「」を参照してください。Amazon Web Services 新規アカウントを作
成してアクティブ化する方法を教えてください。
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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) ユーザーを使用し
て、そのユーザーの認証情報を取得します。これらの認証情報を取得したら、開発環境の SDK で利用でき
るようにします。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、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン
ソールを開きます。

2.

[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、Dotnet-Tutorial-User を使用します。

4.

[]SelectAWSアクセスタイプ[] を選択して、プログラムによるアクセス[] を選択してから、次へ: アク
セス許可.

5.

既存のポリシーを直接アタッチを選択します。

6.

Eclipse検索「」と入力します。s3[] を選択してから、AmazonS3FullAccess。

7.

[Next: (次へ:)] を選択します タグ,次へ: 確認, およびユーザーの作成。

8.

Dotnet-Tutorial-User の資格情報を記録します。これを行うには、.csv ファイルをダウンロードする
か、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーをコピーアンドペーストします。

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 システムでは、%USERPROFILE%\.aws\credentialsWindows の場合は。

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。
[dotnet-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、「」を参照して
ください。AWS 認証情報の設定 (p. 20)。

他のツールのインストール
このチュートリアルは、.NET コマンドラインインターフェイス (CLI) などのクロスプラットフォームツー
ルを使用して実行します。開発環境を設定するその他の方法については、「」を参照してください。ツー
ルチェーンをインストールして設定する (p. 15)。
Windows、Linux、または macOS でのクロスプラットフォームの .NET 開発では必須:
• Microsoft .NET Core SDK、バージョン 2.1、3.1 以降。.NET コマンドラインインターフェイス (CLI)
(dotnet) および .NET Core ランタイムを含むものとします。
• 使用しているオペレーティングシステムと要件に適したコードエディタまたは統合開発環境 (IDE)。これ
は、通常、.NET Core のサポートをいくつか提供します。
その例を示します。Microsoft Visual Studio Code (VS Code),JetBrainsRider, およびMicrosoft Visual
Studio。
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プロジェクトの作成
1.

コマンドプロンプトまたはターミナルを開きます。.NET プロジェクトを作成できるオペレーティング
システムフォルダを検索するか作成します。

2.

そのフォルダで、次のコマンドを実行して .NET プロジェクトを作成します。
dotnet new console --name S3CreateAndList

3.

新しく作成した S3CreateAndList フォルダに移動し、次のコマンドを実行します。
dotnet add package AWSSDK.S3

前述のコマンドでは、AWSSDKS3 NuGetからのパッケージNuGetパッケージマネージャー。私たちは
正確に何を知っているからですNuGetこのチュートリアルに必要なパッケージは、ここでこのステッ
プを実行できます。また、開発中に必要なパッケージが判明することもよくあります。その場合は、
その時点で同様のコマンドを実行できます。
4.

次の一時環境変数を環境に追加します。
Linux または macOS
export AWS_PROFILE='dotnet-tutorials'
export AWS_REGION='us-west-2'

Windows
set AWS_PROFILE=dotnet-tutorials
set AWS_REGION=us-west-2

コードの作成
1.

S3CreateAndList フォルダで、Program.cs を見つけてコードエディタで開きます。

2.

内容を次のコードに置き換えて、ファイルを保存します。
using System;
using System.Threading.Tasks;
// To interact with Amazon S3.
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
namespace S3CreateAndList
{
class Program
{
// Main method
static async Task Main(string[] args)
{
// Before running this app:
// - Credentials must be specified in an AWS profile. If you use a profile other
than
//
the [default] profile, also set the AWS_PROFILE environment variable.
// - An AWS Region must be specified either in the [default] profile
//
or by setting the AWS_REGION environment variable.
// Create an S3 client object.

7

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
コードの作成
var s3Client = new AmazonS3Client();
// Parse the command line arguments for the bucket name.
if(GetBucketName(args, out String bucketName))
{
// If a bucket name was supplied, create the bucket.
// Call the API method directly
try
{
Console.WriteLine($"\nCreating bucket {bucketName}...");
var createResponse = await s3Client.PutBucketAsync(bucketName);
Console.WriteLine($"Result: {createResponse.HttpStatusCode.ToString()}");
}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine("Caught exception when creating a bucket:");
Console.WriteLine(e.Message);
}
}

}

// List the buckets owned by the user.
// Call a class method that calls the API method.
Console.WriteLine("\nGetting a list of your buckets...");
var listResponse = await MyListBucketsAsync(s3Client);
Console.WriteLine($"Number of buckets: {listResponse.Buckets.Count}");
foreach(S3Bucket b in listResponse.Buckets)
{
Console.WriteLine(b.BucketName);
}

//
// Method to parse the command line.
private static Boolean GetBucketName(string[] args, out String bucketName)
{
Boolean retval = false;
bucketName = String.Empty;
if (args.Length == 0)
{
Console.WriteLine("\nNo arguments specified. Will simply list your Amazon S3
buckets." +
"\nIf you wish to create a bucket, supply a valid, globally unique bucket
name.");
bucketName = String.Empty;
retval = false;
}
else if (args.Length == 1)
{
bucketName = args[0];
retval = true;
}
else
{
Console.WriteLine("\nToo many arguments specified." +
"\n\ndotnet_tutorials - A utility to list your Amazon S3 buckets and
optionally create a new one." +
"\n\nUsage: S3CreateAndList [bucket_name]" +
"\n - bucket_name: A valid, globally unique bucket name." +
"\n - If bucket_name isn't supplied, this utility simply lists your
buckets.");
Environment.Exit(1);
}
return retval;
}
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//
// Async method to get a list of Amazon S3 buckets.
private static async Task<ListBucketsResponse> MyListBucketsAsync(IAmazonS3
s3Client)
{
return await s3Client.ListBucketsAsync();
}
}

}

アプリケーションを実行する
1.

以下のコマンドを実行します。
dotnet run

2.

出力を調べ、所有している Amazon S3 バケットの数 (存在する場合) とその名前を確認します。

3.

新しい Amazon S3 バケットの名前を選択します。を使用する」dotnet-quicktour-s3-1-cross-」をベー
スとして使用し、GUID や名前などの一意のものを追加します。「」の説明に従って、バケット名の
ルールに従ってください。バケット命名規則のAmazon Simple Storage Service ユーザーガイド。

4.

次のコマンドを実行し、BUCKET-NAME を、選択したバケットの名前に置き換えます。
dotnet run BUCKET-NAME

5.

出力を調べて、作成された新しいバケットを確認します。

クリーンアップ
このチュートリアルでは、この時点でクリーンアップを選択できるいくつかのリソースを作成しました。
• 前のステップでアプリケーションが作成したバケットを保持しない場合は、で Amazon S3 コンソール
を使用してバケットを削除してください。https://console.aws.amazon.com/s3/。
• このトピックの前のチュートリアルのセットアップ中に作成したユーザーを保持しない場合は、の
IAM コンソールを使用してユーザーを削除してください。https://console.aws.amazon.com/iam/home#/
users。
ユーザーを削除する場合は、dotnet-tutorials共有で作成したプロファイルAWS使用されます。こ
のプロファイルは、このトピックで前述したチュートリアルのセットアップ時に作成しました。
• .NET プロジェクトを保持しない場合は、開発環境から S3CreateAndList フォルダを削除します。

次の段階
[] に戻ります。クイックツアーメニュー (p. 5)または、直進してこのクイックツアーの終
了 (p. 14)。
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AWS SDK for .NET を使用したシンプルな
Windows ベースのアプリケーション
このチュートリアルでは を使用します。AWS SDK for .NETWindows では Visual Studio および .NET Core
を使用します。このチュートリアルでは、SDK を使用して、Amazon S3 バケットバケットを所有し、オ
プションでバケットを作成すること。

ステップ
• このチュートリアルのセットアップ (p. 10)
• プロジェクトの作成 (p. 11)
• コードの作成 (p. 12)
• アプリケーションを実行する (p. 14)
• クリーンアップ (p. 14)

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、「の設定AWS SDK
for .NET環境 (p. 15)」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
を作成するにはAWSアカウント、「」を参照してください。Amazon Web Services 新規アカウントを作
成してアクティブ化する方法を教えてください。

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) ユーザーと、その
ユーザーの認証情報を取得します。これらの認証情報を取得したら、開発環境の SDK で使用できるように
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。

2.

[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、Dotnet-Tutorial-User を使用します。

4.

[]SelectAWSアクセスタイプ[] を選択して、プログラムによるアクセス[] を選択してから、次へ: アク
セス許可.

5.

既存のポリシーを直接アタッチを選択します。

6.

Eclipse検索「」と入力します。s3[] を選択してから、AmazonS3FullAccess。

7.

[Next: (次へ:)] を選択します タグ,次へ: 確認, およびユーザーの作成。
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8.

Dotnet-Tutorial-User の資格情報を記録します。これを行うには、.csv ファイルをダウンロードする
か、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーをコピーアンドペーストします。

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
システムおよび macOS システムでは、および%USERPROFILE%\.aws\credentialsWindows の場
合は。

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。
[dotnet-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、「」を参照して
ください。AWS 認証情報の設定 (p. 20)。

他のツールのインストール
このチュートリアルは、Visual Studio と .NET Core を使用して Windows で実行します。開発環境を設
定するその他の方法については、「」を参照してください。ツールチェーンをインストールして設定す
る (p. 15)。
Visual Studio および .NET Core を使用した Windows での開発では必須:
• Microsoft Visual Studio
• Microsoft .NET Core 2.1, 3.1 以降
これは通常、Visual Studio の最新バージョンをインストールするとデフォルトで追加されます。

プロジェクトの作成
1.

Visual Studio を開き、C# バージョンの C# を使用する新しいプロジェクトを作成します。コンソー
ルアプリケーションテンプレート。つまり、「... .NET Core で実行できるコマンドラインアプリケー
ションを作成するため...」という説明が付いています。プロジェクトに S3CreateAndList という名
前を付けます。

Note
コンソールアプリケーションテンプレートの.NET Framework バージョンを選択しないでく
ださい。選択する場合は、必ず .NET Framework 4.5 以降を使用してください。
2.

新しく作成したプロジェクトがロードされた状態で、ツール,NuGet パッケージマネージャー,管理
NuGet ソリューションのパッケージ。

3.

「」を参照してください。AWSSDK.S3 NuGet パッケージ化してプロジェクトにインストールしま
す。
このプロセスでは、AWSSDK.S3 NuGet からのパッケージNuGet パッケージマネージャー。私たちは
正確に何を知っているからです NuGet このチュートリアルに必要なパッケージです。ここでこのス
テップを実行できます。また、開発中に必要なパッケージが判明することもよくあります。その場合
は、その時点で同様の手順に従ってインストールしてください。
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4.

コマンドプロンプトからアプリケーションを実行する場合は、ここでコマンドプロンプトを開き、
ビルド出力を含むフォルダに移動します。これは通常、次のようなものです。S3CreateAndList
\S3CreateAndList\bin\Debug\net6.0ただし、環境によって異なります。

5.

次の一時環境変数を環境に追加します。
コマンドプロンプトで、次のコマンドを使用します。
set AWS_PROFILE=dotnet-tutorials
set AWS_REGION=us-west-2

または、IDE でアプリケーションを実行する場合は、デバッグ,S3デバッグプロパティの作成とリス
ト表示そしてそこに設定してください。(Visual Studio の古いバージョンではプロジェクト,S3 プロパ
ティの作成とリスト表示,デバッグ。）

コードの作成
1.

S3CreateAndList プロジェクトで、Program.cs を探して IDE で開きます。

2.

内容を次のコードに置き換えて、ファイルを保存します。
using System;
using System.Threading.Tasks;
// To interact with Amazon S3.
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
namespace S3CreateAndList
{
class Program
{
// Main method
static async Task Main(string[] args)
{
// Before running this app:
// - Credentials must be specified in an AWS profile. If you use a profile other
than
//
the [default] profile, also set the AWS_PROFILE environment variable.
// - An AWS Region must be specified either in the [default] profile
//
or by setting the AWS_REGION environment variable.
// Create an S3 client object.
var s3Client = new AmazonS3Client();
// Parse the command line arguments for the bucket name.
if(GetBucketName(args, out String bucketName))
{
// If a bucket name was supplied, create the bucket.
// Call the API method directly
try
{
Console.WriteLine($"\nCreating bucket {bucketName}...");
var createResponse = await s3Client.PutBucketAsync(bucketName);
Console.WriteLine($"Result: {createResponse.HttpStatusCode.ToString()}");
}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine("Caught exception when creating a bucket:");
Console.WriteLine(e.Message);
}
}
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}

// List the buckets owned by the user.
// Call a class method that calls the API method.
Console.WriteLine("\nGetting a list of your buckets...");
var listResponse = await MyListBucketsAsync(s3Client);
Console.WriteLine($"Number of buckets: {listResponse.Buckets.Count}");
foreach(S3Bucket b in listResponse.Buckets)
{
Console.WriteLine(b.BucketName);
}

//
// Method to parse the command line.
private static Boolean GetBucketName(string[] args, out String bucketName)
{
Boolean retval = false;
bucketName = String.Empty;
if (args.Length == 0)
{
Console.WriteLine("\nNo arguments specified. Will simply list your Amazon S3
buckets." +
"\nIf you wish to create a bucket, supply a valid, globally unique bucket
name.");
bucketName = String.Empty;
retval = false;
}
else if (args.Length == 1)
{
bucketName = args[0];
retval = true;
}
else
{
Console.WriteLine("\nToo many arguments specified." +
"\n\ndotnet_tutorials - A utility to list your Amazon S3 buckets and
optionally create a new one." +
"\n\nUsage: S3CreateAndList [bucket_name]" +
"\n - bucket_name: A valid, globally unique bucket name." +
"\n - If bucket_name isn't supplied, this utility simply lists your
buckets.");
Environment.Exit(1);
}
return retval;
}
//
// Async method to get a list of Amazon S3 buckets.
private static async Task<ListBucketsResponse> MyListBucketsAsync(IAmazonS3
s3Client)
{
return await s3Client.ListBucketsAsync();
}
}

3.

}

アプリケーションをビルドします。

Note
Visual Studio の古いバージョンを使用している場合は、次のようなビルドエラーが発生する
可能性があります。
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「機能 '非同期メイン」は C# 7.0 では使用できません。言語バージョン 7.1 以上を使用して
ください。」
このエラーが発生した場合は、新しいバージョンの言語を使用するようにプロジェクトを設
定します。これは通常、プロジェクトのプロパティで行われます。をビルドする,アドバンス
ト。

アプリケーションを実行する
1.

コマンドライン引数なしでアプリケーションを実行します。これは、コマンドプロンプト (すでに開
いている場合) または IDE から行います。

2.

出力を調べ、所有する Amazon S3 バケットの数 (存在する場合) とその名前を確認します。

3.

新しい Amazon S3 バケットの名前を選択します。「dotnet-quicktour-s3-1-winvs-」をベースとして使
用し、GUID や名前などのような一意のものを追加します。「」の説明に従って、バケット名のルー
ルに従ってください。バケット命名規則のAmazon Simple Storage Service ユーザーガイド。

4.

アプリケーションを再度実行します。今回はバケット名を指定します。
コマンドラインで、置き換えます。BUCKET-NAME次のコマンドで、選択したバケットの名前を使用し
ます。
S3CreateAndList BUCKET-NAME

5.

または、IDE でアプリケーションを実行している場合は、プロジェクト,S3 プロパティの作成とリス
ト表示,デバッグをクリックし、そこにバケット名を入力します。
出力を調べて、作成された新しいバケットを確認します。

クリーンアップ
このチュートリアルでは、この時点でクリーンアップを選択できるいくつかのリソースを作成しました。
• 前のステップでアプリケーションが作成したバケットを保持しない場合は、のAmazon S3 コンソールを
使用してバケットを削除してください。https://console.aws.amazon.com/s3/。
• このトピックのチュートリアルのセットアップ中に作成したユーザーを保持しない場合は、のIAM コン
ソールを使用してユーザーを削除してください。https://console.aws.amazon.com/iam/home#/users。
ユーザーの削除を選択した場合は、dotnet-tutorials共有で作成したプロファイルAWS使用されま
す。このプロファイルは、このトピックで前述したチュートリアルのセットアップ時に作成しました。
• .NET プロジェクトを保持しない場合は、開発環境から S3CreateAndList フォルダを削除します。

次の段階
[] に戻ります。クイックツアーメニュー (p. 5)または、直進してこのクイックツアーの終
了 (p. 14)。

次のステップ
これらのチュートリアルの実行中に作成した残りのリソースは必ずすべてクリーンアップしてください。
これらの項目は可能性があります。AWSリソースや開発環境内のリソース (ファイルやフォルダなど)。
AWS SDK for .NET の概要を説明したので、より高度なセットアップ (p. 15)について調べてみましょ
う。
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の設定AWS SDK for .NET環境
このセクションでは、のグローバル機能および設定方法を説明します。AWS SDK for .NET。
で.NET開発を初めて使用する場合はAWSまたは少なくとも新しくAWS SDK for .NETで、クイックツ
アー (p. 5)最初にトピックを。SDK について解説しています。
これらのトピックが終わったら、プロジェクトをセットアップする (p. 17)。
トピック
• AWS アカウントを作成する (p. 15)
• ツールチェーンをインストールして設定する (p. 15)

AWS アカウントを作成する
AWS SDK for .NET 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。
1.

アカウントを作成します。
AWS アカウントを作成する方法については、「Amazon Web Services の新規アカウントを作成して
アクティブ化する方法を教えてください」を参照してください。

2.

管理者ユーザーを作成します。
マネジメントコンソールとサービスへのアクセスには、root ユーザーアカウント (作成した初期アカウ
ント) を使用しないでください。代わりに、「最初の IAM 管理者のユーザーおよびグループの作成」
で説明されているように、管理ユーザーアカウントを作成します。
管理ユーザーアカウントを作成してログインの詳細を記録したら、ルートユーザーアカウントからサ
インアウトし、管理者アカウントを使用して再度サインインします。

AWS アカウントを解約するには、「アカウントの解約」を参照してください。

次のステップ
ツールチェーンをインストールして設定する (p. 15)

追加情報
証明書とセキュリティの取り扱いに関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM のベストプラク
ティスとユースケース」を参照してください。
AWS 認証情報をアプリケーションに追加する方法の詳細については、「AWS 認証情報の設
定 (p. 20)」を参照してください。

ツールチェーンをインストールして設定する
♪AWS SDK for .NETでは、特定の開発ツールがインストールされている必要があります。
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Note
SDK のクイックスタート (p. 5)を実行した場合は、これらのツールの一部がすでにインストール
されている可能性があります。で .NET 開発を行うのが初めてでクイックスタートを行っていな
い場合はAWSとすると、まずそのことをすることを検討し、AWS SDK for .NET。

クロスプラットフォーム開発
Windows、Linux、または macOS でのクロスプラットフォームの .NET 開発では次に例を示します。
• Microsoft .NET Core SDK、バージョン 2.1、3.1 以降。.NET コマンドラインインターフェイス (CLI)
(dotnet) および .NET Core ランタイムを含むものとします。
• 使用しているオペレーティングシステムと要件に適したコードエディタまたは統合開発環境 (IDE)。これ
は通常、.NET Core のサポートを含むものとします。
例として、Microsoft Visual Studio Code (VS Code)、JetBrains Rider、Microsoft Visual Studio がありま
す。
• (オプション)AWSツールキットは、選択したエディタとオペレーティングシステムで使用できる場合。
その例を以下に示します。AWS Toolkit for Visual Studio Code,AWS Toolkit for JetBrains, およびAWS
Toolkit for Visual Studio。

Visual Studio と .NET Core を使用した Windows
Visual Studio および .NET Core を使用した Windows での開発では次に例を示します。
• Microsoft Visual Studio
• Microsoft .NET Core 2.1, 3.1 以降
これは通常、Visual Studio の最新バージョンをインストールするとデフォルトで追加されます。
• (オプション)AWS Toolkit for Visual Studio。これは、を管理するためのユーザーインターフェイスを提
供するプラグインです。AWSVisual Studio からのリソースとローカルプロファイル。ツールキットをイ
ンストールするには、を参照してください。のセットアップAWS Toolkit for Visual Studio。
詳細については、AWS Toolkit for Visual Studio「 ユーザーガイド」を参照してください。

次のステップ
プロジェクトをセットアップする (p. 17)
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をセットアップするAWS SDK
for .NET事業
に加えて環境をセットアップする (p. 15)では、作成する各プロジェクトを構成する必要があります。
アプリケーションがアクセスする必要のある重要な事項がいくつかあります。AWSを介したサービスAWS
SDK for .NET:
• 適切なユーザーアカウントまたはロール
• そのユーザーアカウントまたはそのロールを引き受けるための資格情報
• の仕様AWSリージョン
• AWSSDK パッケージまたはアセンブリ
このセクションのトピックでは、これらの重要な要素の設定方法について説明します。
このセクションおよびその他のセクションのその他のトピックでは、プロジェクトをより高度な設定方法
について説明します。
トピック
• 新しいプロジェクトを開始する (p. 17)
• ユーザーとロールを作成する (p. 18)
• AWS 認証情報の設定 (p. 20)
• AWS リージョンを設定する (p. 27)
• NuGet で AWSSDK パッケージをインストールする (p. 29)
• NuGet を使わずに AWSSDK アセンブリをインストールする (p. 31)
• 高度な設定AWS SDK for .NET事業 (p. 32)

新しいプロジェクトを開始する
アクセスする新しいプロジェクトを開始するには、いくつかのテクニックを使用できます。AWSのサービ
ス。次に例をいくつか示します。
• で.NET 開発を初めて使用する場合はAWSまたは少なくとも新しくAWS SDK for .NETとすると、完全な
例を以下に見ることができます。クイックツアー (p. 5)。SDK について紹介しています。
• 基本的なプロジェクトは、.NET CLI を使用して開始できます。これを試すには、コマンドプロンプト
またはターミナルを開き、フォルダまたはディレクトリを作成してそこに移動し、次のように入力しま
す。
dotnet new console --name [SOME-NAME]

空のプロジェクトが作成されます。これにコードと NuGet パッケージを追加できます。詳細について
は、.NET Core ガイドを参照してください。
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プロジェクトテンプレートのリストを表示するには、以下を使用します。dotnet new --list
• AWS Toolkit for Visual Studio には、AWS のさまざまなサービス用の C# プロジェクトテンプレートが
含まれています。お前の後ツールキットをインストールするVisual Studio では、これらのテンプレート
にアクセスして新しいプロジェクトを作成できます。
これを確認するには、の使用AWSサービスのAWS Toolkit for Visual Studioユーザーガイド。このセク
ションに、新しいプロジェクトの作成例がいくつか表示されます。
• WindowsでVisual Studioで開発するが、AWS Toolkit for Visual Studioでは、一般的な手法を使用して新
しいプロジェクトを作成します。
例を表示するには、Visual Studio を開き、ファイル,新規,プロジェクト。「.net core」を検索し、コン
ソールアプリケーション (.NET Core)またはWPF アプリ (.NET Core)テンプレートテンプレート。空の
プロジェクトが作成されます。これにコードと NuGet パッケージを追加できます。
プロジェクトを作成したら、次の適切なタスクを追加します。プロジェクトを設定する (p. 17)。
との作業方の例をいくつか見ていきます。AWSのサービスガイダンス付きのコード例 (p. 88)。

ユーザーとロールを作成する
の結果として作成するAWSアカウント (p. 15)では、(少なくとも) 2 つのユーザーアカウントがあります。
• ルートユーザーアカウント。ユーザーのために作成され、すべてへのフルアクセス権を持ちます。
• 管理者ユーザーアカウント。作成してフルアクセス権を付与しました。ほぼすべて。
これらのユーザーアカウントはどちらも、で.NET 開発を行うには適切ではありません。AWSまたは、
で .NET アプリケーションを実行する場合AWS。そのため、これらのタスクに適したユーザーアカウント
とサービスロールを作成する必要があります。
作成する特定のユーザーアカウントとサービスロール、およびそれらの使用方法は、アプリケーションの
要件によって異なります。次に、最も単純なタイプのユーザーアカウントとサービスロールと、それらが
使用される理由とその作成方法に関する情報を示します。

ユーザーアカウント
長期的な資格情報を持つユーザーアカウントを使用して、アクセスすることができます。AWSアプリケー
ションによるサービス。このタイプのアクセスは、1 人のユーザーがアプリケーションを使用する場合 (た
とえば、ユーザー) に適しています。このタイプのアクセスを使用する最も一般的なシナリオは開発中で
すが、他のシナリオも可能です。
ユーザーを作成するプロセスは、状況によって異なりますが、基本的に次のようになります。
1.

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

2.

[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。

4.

[]SelectAWSアクセスタイプ[] を選択して、プログラムによるアクセス[] を選択してから、次へ: アク
セス許可.
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5.

選択既存のポリシーを直接アタッチ[] を選択してから、適切なポリシー向けのAWSアプリケーション
が使用するサービス。

Warning
DOじゃないを選択します。AdministratorAccessポリシーでは、アカウントのほぼすべてに対
する読み取りと書き込みのアクセス許可が有効になるためです。
6.

[Next: (次へ:)] を選択します タグ[] を選択してから、任意のタグを入力します。
タグについては、「」を参照してください。を使用してアクセスをコントロールするAWSリソースタ
グのIAM ユーザーガイド。

7.

[Next: (次へ:)] を選択します 確認[] を選択してから、ユーザーの作成。

8.

新しいユーザーの認証情報を記録します。これは、クリアテキストをダウンロードすることで実行
できます。.csvファイルまたはコピーして貼り付けてアクセスキー IDそしてシークレットアクセス
キー。
これらは、アプリケーションに必要な認証情報です。

Warning
を使用する適切なセキュリティ対策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。
IAM ユーザーに関する概要情報は、「」を参照してください。ID (ユーザー、グループ、ロール)のIAM
ユーザーガイド。ユーザーに関する詳細情報については、そのガイドを参照してください。IAM ユー
ザートピック。

サービスロール
[] を設定できます。AWSアクセスするためのサービスロールAWSユーザーに代わってサービス。このタイ
プのアクセスは、複数のユーザーがアプリケーションをリモートで実行する場合（たとえば、この目的の
ために作成した Amazon EC2 インスタンスなど）に適しています。
サービスロールを作成するプロセスは、状況によって異なりますが、基本的に次のようになります。
1.

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

2.

[ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。

3.

選択AWSサービス[] を選択してから、EC2(たとえば)、[] を選択してから、EC2ユースケース (例)。

4.

[Next: (次へ:)] を選択します アクセス許可を選択し、適切なポリシー向けのAWSアプリケーションが
使用するサービス。

Warning
DOじゃないを選択します。AdministratorAccessポリシーでは、アカウントのほぼすべてに対
する読み取りと書き込みのアクセス許可が有効になるためです。
5.

[Next: (次へ:)] を選択します タグ[] を選択してから、任意のタグを入力します。
タグについては、「」を参照してください。を使用してアクセスをコントロールするAWSリソースタ
グのIAM ユーザーガイド。

6.

[Next: (次へ:)] を選択します 確認と提供する。ロール名そしてロールの説明。次に、[Create role]
(ロールの作成) を選択します。

IAM ロールに関する概要情報は、「」を参照してください。ID (ユーザー、グループ、ロール)のIAM ユー
ザーガイド。そのガイドの「」でロールに関する詳細情報を検索します。IAM; ロールトピック。
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AWS 認証情報の設定
お前の後作成するAWSアカウント (p. 15)そして必要なユーザーアカウントを作成する (p. 18)では、こ
れらのユーザーアカウントの認証情報も管理できます。このガイドの多くのタスクと例を実行する場合
は、これらの認証情報が必要になります。
次に、認証情報管理および使用方法を示します。
1.

必要な認証情報を作成します。
• ユーザーアカウントを作成するときに、認証情報を作成できます。(例については、「ユーザーアカ
ウント (p. 18)」を参照してください。)
• また、既存のユーザーアカウントの認証情報を作成することもできます。「」を参照してくださ
い。IAM ユーザーのアクセスキーの管理。

2.

認証情報を格納します（たとえば、共有したAWS認証情報ファイル (p. 21)またはSDK スト
ア (p. 23)).

3.

アプリケーションでできるよう、プロジェクトを構成します。認証情報の検索 (p. 25)。

次のトピックでは、環境での認証情報の管理および使用方法を決定するために使用できる情報について説
明します。
トピック
• 認証情報に関する重要な警告とガイダンス (p. 20)
• 共有の使用AWS認証情報ファイル (p. 21)
• SDK ストアの使用 (Windows のみ) (p. 23)
• 認証情報とプロファイルの解決 (p. 25)

認証情報に関する重要な警告とガイダンス
認証情報に関する警告
• 操作アカウントのルート認証情報を使用してAWSリソースの使用料金を見積もることができます。これ
らの認証情報は無制限のアカウントアクセスを提供し、取り消すのが困難です。
• 操作アプリケーションファイルにリテラルアクセスキーを配置します。これを行うと、パブリックリポ
ジトリにプロジェクトをアップロードするなど、誤って認証情報が公開されるリスクが発生します。
• 操作プロジェクト領域に認証情報を含むファイルを含めます。
• クレデンシャルストレージメカニズムのいずれかにある認証情報、共有AWS認証情報ファイルは、プ
レーンテキスト形式で保存されます。

認証情報を安全に管理するための追加のガイダンス
安全な管理方法についての全般的な説明AWS認証情報、を参照してください。管理のベストプラクティス
AWSアクセスキーのAWS全般のリファレンス。その説明に加えて、以下の点を考慮してください。
• IAM ユーザーを作成し、使用する代わりに認証情報を使用します。AWSルートユーザー。IAM ユーザー
の認証情報は、必要に応じて取り消すことができます。さらに、特定のリソースとアクションにアクセ
スするためのポリシーを、各 IAM ユーザーに適用できます。
• を使用するタスク用の IAM ロールAmazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスク用。
• を使用するIAM; ロールAmazon EC2 インスタンスで実行中のアプリケーション用。
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• を使用する一時的な認証情報 (p. 26)または、組織外部のユーザーが利用できるアプリケーションの環
境変数。

共有の使用AWS認証情報ファイル
（必ず、認証情報に関する重要な警告とガイダンス (p. 20)。）
アプリケーションの認証情報を提供する 1 つの方法は、共有したAWS認証情報ファイルその後、これら
のプロファイルに資格情報を格納します。このファイルは、他のファイルで使用できます。AWSSDK。
でも使用できます。AWS CLIとすると、AWS Tools for Windows PowerShellであり、AWSのツールキッ
トVisual Studio,JetBrains, およびVSコード。

一般情報
デフォルトでは、共有AWS認証情報ファイルは、.awsディレクトリ内のディレクトリで、という名前
になっています。credentialsである。つまり、~/.aws/credentials(Linux または macOS) また
は%USERPROFILE%\.aws\credentials(Windows)。代替ロケーションの詳細については、「」を参照
してください。共有ファイルの場所のAWSSDK とツールのリファレンスガイド。また、「アプリケーショ
ン内の資格情報とプロファイルへのアクセス (p. 521)」も参照してください。
の共有AWS認証情報ファイルはプレーンテキストファイルで、特定の形式に従います。の形式の詳細につ
いては、AWS認証情報ファイル。を参照してください。認証情報ファイルの形式のAWSSDK とツールの
リファレンスガイド。
共有のプロファイルを管理できます。AWS認証情報ファイルにはいくつかの方法があります。
• 共有を作成し更新するには、テキストエディタを使用します。AWS使用されます。
• を使用するAmazon.runtime.CredentialManagementの名前空間AWS SDK for .NETAPI (このトピックの
後半で示すように)。
• のコマンドと手順を使用するAWS Tools for PowerShellとAWSのツールキットVisual Studio,JetBrains,
およびVSコード。
• を使用するAWS CLIコマンド。たとえば、aws configure set aws_access_key_idそしてaws
configure set aws_secret_access_key。

プロファイル管理の例
次のセクションでは、共有プロファイルの例を示します。AWS使用されます。例の中には、前述のクレデ
ンシャル管理方法のいずれかを使用して取得できる結果を示します。その他の例では、特定のメソッドの
使用方法を示します。

デフォルトのプロファイルです。
の共有AWS認証情報ファイルには、ほとんどの場合、という名前のプロファイルがあります。デフォル
ト。これは、AWS SDK for .NET他のプロファイルが定義されていない場合、クレデンシャルを検索しま
す。
-[default]プロファイルは通常、次のようになります。
[default]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
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プログラムでプロファイルを作成するには
この例では、プロファイルを作成して共有に保存する方法を示します。AWS認証情報ファイルをプログラ
ムで指定します。では次のクラスを使用します。Amazon.runtime.CredentialManagement名前空間: 資格情
報プロファイルオプション,クレデンシャルプロファイル, およびSharedCredentialsFile。
using Amazon.Runtime.CredentialManagement;
...
// For illustrative purposes only--do not include credentials in your code.
WriteProfile("my_new_profile", "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY");
...
void WriteProfile(string profileName, string keyId, string secret)
{
Console.WriteLine($"Create the [{profileName}] profile...");
var options = new CredentialProfileOptions
{
AccessKey = keyId,
SecretKey = secret
};
var profile = new CredentialProfile(profileName, options);
var sharedFile = new SharedCredentialsFile();
sharedFile.RegisterProfile(profile);
}

Warning
このようなコードは、通常、アプリケーションに含まれてはいけません。アプリケーションに組
み込む場合は、コード内、ネットワーク、またはコンピュータのメモリにプレーンテキストキー
が見えないように適切な予防措置を講じてください。
以下は、この例で作成されたプロファイルです。
[my_new_profile]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

プログラムで既存のプロファイルを更新するには
この例では、前に作成したプロファイルをプログラムで更新する方法を示します。では次のクラス
を使用します。Amazon.runtime.CredentialManagement名前空間: クレデンシャルプロファイルそし
てSharedCredentialsFile。また、RegionEndpointのクラスアマゾン名前空間。
using Amazon.Runtime.CredentialManagement;
...
AddRegion("my_new_profile", RegionEndpoint.USWest2);
...
void AddRegion(string profileName, RegionEndpoint region)
{
var sharedFile = new SharedCredentialsFile();
CredentialProfile profile;
if (sharedFile.TryGetProfile(profileName, out profile))
{
profile.Region = region;
sharedFile.RegisterProfile(profile);
}
}
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以下は更新されたプロフィールです。
[my_new_profile]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
region=us-west-2

Note
また、AWS他の場所や他の方法を使用したリージョン。詳細については、AWS リージョンを設
定する (p. 27)を参照してください。

SDK ストアの使用 (Windows のみ)
（必ず重要な警告とガイドライン (p. 20)。）
Windows の場合、SDK ストアプロファイルを作成し、暗号化された認証情報を保存する別の場所で
すかAWS SDK for .NETアプリケーションをデプロイします。これは、にあります。%USERPROFILE%
\AppData\Local\AWSToolkit\RegisteredAccounts.json。SDK ストアは、共有したAWS認証情
報ファイル (p. 21)。

一般情報
SDK ストアには次の利点があります。
• SDK ストアの認証情報は暗号化され、SDK ストアはユーザーのホームディレクトリに置かれます。こ
れにより、認証情報が誤って公開されるリスクが制限されます。
• SDK ストアは、AWS Tools for Windows PowerShellとAWS Toolkit for Visual Studio。
SDK ストアプロファイルは、特定ホストの特定ユーザーに固有です。これらは他のホストや他のユーザー
にコピーすることはできません。つまり、開発用マシンの SDK Store のプロファイルは、他のホストや他
の開発者のマシンで再利用することはできません。また、実稼働アプリケーションで SDK Store プロファ
イルを使用できないことも意味します。
SDK ストアのプロファイルは、次の方法で管理できます。
• のグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) を使用します。AWS Toolkit for Visual Studio。
• を使用するAmazon.runtime.CredentialManagementの名前空間AWS SDK for .NETAPI (このトピックの
後半で説明します)。
• のコマンドを使用するAWS Tools for Windows PowerShellと指定します。たとえば、SetAWSCredentialそしてRemove-AWSCredentialProfile。

プロファイル管理の例
次の例では、SDK ストアでプログラムでプロファイルを作成して更新する方法を説明します。

プログラムでプロファイルを作成するには
この例では、プロファイルを作成し、プログラムで SDK ストアに保存する方法を説明します。では次の
クラスを使用します。Amazon.runtime.CredentialManagement名前空間: 資格情報プロファイルオプショ
ン,クレデンシャルプロファイル, およびNetSDKCredentialsFile。
using Amazon.Runtime.CredentialManagement;
...
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// For illustrative purposes only--do not include credentials in your code.
WriteProfile("my_new_profile", "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY");
...
void WriteProfile(string profileName, string keyId, string secret)
{
Console.WriteLine($"Create the [{profileName}] profile...");
var options = new CredentialProfileOptions
{
AccessKey = keyId,
SecretKey = secret
};
var profile = new CredentialProfile(profileName, options);
var netSdkStore = new NetSDKCredentialsFile();
netSdkStore.RegisterProfile(profile);
}

Warning
このようなコードは、通常、アプリケーションに含まれてはいけません。アプリケーションに含
まれている場合は、コード内、ネットワーク、またはコンピュータのメモリにプレーンテキスト
キーが見えないように適切な予防措置を講じてください。
以下は、この例で作成されたプロファイルです。
"[generated GUID]"
"AWSAccessKey"
"AWSSecretKey"
"ProfileType"
"DisplayName"
}

:
:
:
:
:

{
"01000000D08...[etc., encrypted access key ID]",
"01000000D08...[etc., encrypted secret access key]",
"AWS",
"my_new_profile",

プログラムで既存のプロファイルを更新するには
この例では、前に作成したプロファイルをプログラムで更新する方法を示します。では次のクラス
を使用します。Amazon.runtime.CredentialManagement名前空間: クレデンシャルプロファイルそし
てNetSDKCredentialsFile。また、RegionEndpointのクラスアマゾン名前空間。
using Amazon.Runtime.CredentialManagement;
...
AddRegion("my_new_profile", RegionEndpoint.USWest2);
...
void AddRegion(string profileName, RegionEndpoint region)
{
var netSdkStore = new NetSDKCredentialsFile();
CredentialProfile profile;
if (netSdkStore.TryGetProfile(profileName, out profile))
{
profile.Region = region;
netSdkStore.RegisterProfile(profile);
}
}

以下は、更新されたプロファイルです。
"[generated GUID]" : {
"AWSAccessKey" : "01000000D08...[etc., encrypted access key ID]",
"AWSSecretKey" : "01000000D08...[etc., encrypted secret access key]",

24

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
認証情報とプロファイルの解決

}

"ProfileType"
"DisplayName"
"Region"

: "AWS",
: "my_new_profile",
: "us-west-2"

Note
設定することもできます。AWS他の場所で、他の方法を使用するリージョン。詳細について
は、AWS リージョンを設定する (p. 27)を参照してください。

認証情報とプロファイルの解決
-AWS SDK for .NETでは、特定の順序で認証情報が検索され、現在のアプリケーションで使用可能な最初
のセットが使用されます。

認証情報の検索順序
1. で明示的に設定されている認証情報AWSサービスクライアント (を参照)アプリケーション内の資格情報
とプロファイルへのアクセス (p. 521)。

Note
その話題は、特別な考慮事項 (p. 520)セクションは、認証情報の指定に推奨される方法では
ないためです。
2. の値で指定された名前を持つ認証情報プロファイルawsConfigs.awsproFileName。
3. で指定された名前を持つ認証情報プロファイルAWS_PROFILE環境変数。
4. [default] 認証情報プロファイル。
5. セッション AWSCredentialsから作成した。AWS_ACCESS_KEY_ID,AWS_SECRET_ACCESS_KEY, およ
びAWS_SESSION_TOKEN環境変数 (すべて空でない場合)。
6. BasicaWSCredentialsから作成した。AWS_ACCESS_KEY_IDそしてAWS_SECRET_ACCESS_KEY環境変
数 (両方とも空でない場合)。
7. タスク用の &IAM; ロールAmazon ECS タスクの場合。
8. Amazon EC2 インスタンスメタデータ。
アプリケーションが Amazon EC2 インスタンスで実行されている場合 (本番環境など) は、「」での説明
に従って IAM ロールを使用します。IAM ロールを使用したアクセス権の付与 (p. 175)。それ以外の場合
(プレリリーステストなど) は、AWSウェブアプリケーションがサーバー上でアクセス可能な認証情報ファ
イル形式。

プロファイルの解決
認証情報用の 2 つの異なるストレージメカニズムがあるため、AWS SDK for .NETそれらを使用す
る。-AWSCONFIGS.awsproファイルの場所プロパティが制御する方法AWS SDK for .NETクレデンシャル
プロファイルを検索します。
AWSPROファイルの場所

プロファイルの解決動作

null (未設定) または空

プラットフォームでサポートされている場合は
SDK ストアを検索し、共有を検索します。AWS
の認証情報ファイル既定の場所 (p. 21)。該
当するロケーションにプロファイルがない場合
は、を検索します。~/.aws/config(Linux ま
たは macOS) または%USERPROFILE%\.aws
\config(Windows)。
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AWSPROファイルの場所

プロファイルの解決動作

でのファイルへのパスAWS認証情報ファイル形式

指定されたファイルのみを対象に、指定された名
前のプロファイルを検索します。

フェデレーションユーザーアカウント認証情報を使用する
を使用するアプリケーションAWS SDK for .NET(AWSSDK.Coreバージョン 3.1.6.0 以降) は、Active
Directory フェデレーションサービス (AD FS) を通じてフェデレーティッドユーザーアカウントを使用し、
アクセスすることができます。AWSSecurity Assertion Markup Language (SAML) を使用するサービスで
す。
フェデレーティッドアクセスサポートでは、ユーザーは Active Directory を使用して認証できます。一時的
な認証情報は、自動的にユーザーに許可されます。これらの一時的な認証情報は 1 時間有効であり、アプ
リケーションが呼び出す際に使用されます。AWSのサービス。一時的な認証情報の管理は SDK によって
処理します。ドメイン結合されたユーザーアカウントでは、アプリケーションが呼び出しを行ったときに
資格情報の有効期限が切れている場合に、そのユーザーは自動的に再認証され、新しい認証情報が付与さ
れます (ドメイン結合されていないアカウントでは、ユーザーは再認証の前に認証情報の入力を求められ
ます)。
このサポートを .NET アプリケーションで使用するには、まず PowerShell コマンドレットを使用して
ロールプロファイルをセットアップする必要があります。この方法については、「」を参照してくださ
い。AWS Tools for Windows PowerShellドキュメンテーション。
ロールプロファイルを設定したら、アプリケーションでプロファイルを参照します。これを行う方法はい
くつかありますが、その一つは、awsConfigs.awsproFileNameプロパティは他の認証情報プロファイルと
同じように設定します。
-AWS Security Token Serviceアセンブリ (awssdk.securityToken) は、取得する SAML サポートを提供しま
す。AWS認証情報。フェデレーションユーザーアカウント認証情報を使用するには、このアセンブリがア
プリケーションで使用できることを確認してください。

ロールまたは一時的な認証情報の指定
Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションの場合、認証情報を管理する最も安全な方
法は、「」での説明に従って、IAM ロールを使用することです。IAM ロールを使用したアクセス権の付
与 (p. 175)。
組織外部のユーザーに対してソフトウェア実行可能ファイルが利用可能になるアプリケーションシナリオ
では、使用するソフトウェアを設計することをお勧めします。一時的な認証情報。への制限付きアクセス
を提供することに加えてAWSリソースの場合、これらの認証情報は、指定された期間後に失効するとい
う利点があります。一時的なセキュリティ認証情報の使用方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• 一時的な認証情報
• Amazon Cognito ID プール

プロキシ認証情報の使用
お使いのソフトウェアがと通信する場合AWSプロキシを介して、プロキシの認証情報
を指定するには、ProxyCredentialsの財産Configサービスクラス。-Configサー
ビスのクラスは、通常、サービスのプライマリ名前空間の一部です。次に例
を示します。AmazonCloudDirectoryConfigのAmazon.cloudDirectory名前空間
とAmazonGameLiftConfigのAmazon.GameLift名前空間。
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を使用する場合Amazon S3たとえば、次のようなコードを使用できます。ここで、{my-username} と {mypassword} は、で指定したプロキシのユーザー名とパスワードです。NetworkCredentialオブジェクト。
AmazonS3Config config = new AmazonS3Config();
config.ProxyCredentials = new NetworkCredential("my-username", "my-password");

Note
SDK の前のバージョンでは ProxyUsername および ProxyPassword が使用されていました
が、これらのプロパティは廃止されました。

AWS リージョンを設定する
AWS リージョンにより、特定の地理的リージョンに物理的に存在する AWS サービスにアクセスすること
ができます。これは、冗長性と、ユーザーがアクセスする場所の近くでのデータとアプリケーションの実
行を維持するために有効です。
AWS の各サービスでサポートされているすべてのリージョンおよびエンドポイントの現在のリストを確認
する方法については、AWS の全般的なリファレンスの「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して
ください。既存のリージョンエンドポイントのリストを表示するには、AWSサービスエンドポイントを参
照してください。リージョンの詳細については、「AWS リージョンの管理」を参照してください。
特定のリージョン (p. 27)にアクセスする AWS サービスクライアントを作成できます。また、すべての
AWS サービスクライアント (p. 28)に使用されるリージョンを使用してアプリケーションを設定するこ
ともできます。次に、この 2 つのケースについて説明します。

特定のリージョンを使用してサービスクライアントを
作成する
アプリケーションのいずれかの AWS サービスクライアント用にリージョンを指定できます。この方法で
のリージョンの設定は、特定のサービスクライアントのグローバル設定よりも優先されます。

既存のリージョン
この例では、既存のリージョンで Amazon EC2 クライアントをインスタンス化する方法を示します。ここ
では、定義済み RegionEndpoint フィールドを使用します。
using (AmazonEC2Client ec2Client = new AmazonEC2Client(RegionEndpoint.USWest2))
{
// Make a request to EC2 in the us-west-2 Region using ec2Client
}

新しく追加されたリージョンへの使用 RegionEndpoint クラス
この例では、RegionEndpoint.GetBySystemName を使用して新しいリージョンエンドポイントを作成する
方法を示しています。
var newRegion = RegionEndpoint.GetBySystemName("us-west-new");
using (var ec2Client = new AmazonEC2Client(newRegion))
{
// Make a request to EC2 in the new Region using ec2Client
}
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サービスクライアント設定クラスを使用した新しいリージョン
この例では、サービスクライアント設定クラスの ServiceURL プロパティを使用してリージョンを指定す
る方法を示しています (この例では、Amazonec2Config クラスを使用)。
この手法は、エンドポイントリージョンが通常のエンドポイントパターンに従っていない場合でも有効で
す。
var ec2ClientConfig = new AmazonEC2Config
{
// Specify the endpoint explicitly
ServiceURL = "https://ec2.us-west-new.amazonaws.com"
};
using (var ec2Client = new AmazonEC2Client(ec2ClientConfig))
{
// Make a request to EC2 in the new Region using ec2Client
}

すべてのサービスクライアント用にリージョンを指定
する
アプリケーションによって作成されるすべての AWS サービスクライアント用にリージョンを指定する方
法は複数あります。このリージョンは、特定のリージョンを使用して作成されていないサービスクライア
ントに使用されます。
AWS SDK for .NET は、以下の順序でリージョン値を検索します。

プロファイル
アプリケーションまたは SDK によってロードされたプロファイルを設定します。詳細については、「認証
情報とプロファイルの解決 (p. 25)」を参照してください。

環境変数
以下のように AWS_REGION 環境変数を設定します。
Linux または macOS の場合:
export AWS_REGION='us-west-2'

Windows の場合:
set AWS_REGION=us-west-2

Note
この環境変数をシステム全体に設定すると (export または setx を使用)、AWS SDK for .NET だ
けではなく、すべての SDK とツールキットが影響を受けます。

AWSConfigs クラス
以下のように AWSConfigs.AWSRegion プロパティとして設定します。
AWSConfigs.AWSRegion = "us-west-2";
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using (var ec2Client = new AmazonEC2Client())
{
// Make request to Amazon EC2 in us-west-2 Region using ec2Client
}

中国 (北京) リージョンに関する特別な情報
中国 (北京) リージョンでサービスを使用するには、中国 (北京) リージョン固有のアカウントと認証情報
が必要です。他の AWS リージョンのアカウントと認証情報は、中国 (北京) リージョンでは使用できま
せん。同様に、中国 (北京) リージョンのアカウントと認証情報は他の AWS リージョンでは使用できませ
ん。中国 (北京) リージョンで利用可能なエンドポイントとプロトコルの詳細については、「中国 (北京)
リージョン」を参照してください。

新しい AWS サービスに関する新しい特別な情報
新しい AWS のサービスは、最初にいくつかのリージョンで開始された後で、他のリージョンでサポート
されます。このような場合、そのサービス用の新しいリージョンにアクセスするために最新の SDK をイン
ストールする必要はありません。新しく追加されたリージョンは、前述したように、クライアントごと、
またはグローバルに指定できます。

NuGet で AWSSDK パッケージをインストールする
NuGet は .NET プラットフォームのパッケージ管理システムです。NuGet を使用すると、AWSSDK パッ
ケージ、その他のいくつかの拡張機能をプロジェクトに追加します。詳細については、「」を参照してく
ださい。aws/dotnetGitHub ウェブサイトのリポジトリ
NuGet には常に AWSSDK パッケージの最新バージョンと以前のバージョンが含まれています。NuGet で
はパッケージ間の依存関係が認識され、必要なすべてのパッケージが自動的にインストールされます。

Warning
NuGet パッケージのリストには、単に「AWSSDK」という名前のパッケージが含まれることがあ
ります (識別子は追加されません)。この NuGet パッケージをインストールしないでください。こ
れはレガシーなので、新しいプロジェクトには使用しないでください。
NuGet を使用してインストールしたパッケージは、中央の場所ではなく、プロジェクトと一緒に保存
されます。これにより、その他のアプリケーションの互換性問題を発生させることなく、特定のアプリ
ケーションに固有のアセンブリバージョンをインストールすることができます。NuGet の詳細について
は、NuGet のドキュメントを参照してください。

Note
プロジェクトごとに NuGet パッケージをダウンロードしてインストールできない、または許可さ
れない場合は、AWSSDK アセンブリを入手して、ローカル (またはオンプレミス) に格納できま
す。
これが該当し、AWSSDK アセンブリをまだ取得していない場合は、を参照してくださ
い。AWSSDK アセンブリの取得 (p. 520)。ローカルに保存されたアセンブリの使用方法に
ついては、を参照してください。NuGet を使わずに AWSSDK アセンブリをインストールす
る (p. 31)。

コマンドプロンプトまたはターミナルからの NuGet
の使用
1.

に移動します。NuGet 上の AWSSDK パッケージプロジェクトに必要なパッケージを決定します。次
に例を示します。AWSSDK.S3。
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2.

次の例に示すように、そのパッケージのウェブページから .NET CLI コマンドをコピーします。
dotnet add package AWSSDK.S3 --version 3.3.110.19

3.

プロジェクトのディレクトリで、その .NET CLI コマンドを実行します。NuGet は、AWSSDK.Core
などの依存関係があるものもすべてインストールします。

Note
NuGet パッケージの最新バージョンだけが必要な場合は、次の例に示すように、コマンドから
バージョン情報を除外できます。
dotnet add package AWSSDK.S3

Visual Studio ソリューションエクスプローラーからの
NuGet の使用
1.

ソリューションエクスプローラーで、プロジェクトを右クリックして、コンテキストメニューの
[NuGet パッケージの管理] を選択します。

2.

NuGet パッケージマネージャーの左側のペインで、[参照] を選択します。検索ボックスを使用して、
インストールするパッケージを検索できます。NuGet は、AWSSDK.Core などの依存関係があるもの
もすべてインストールします。
次の図は、のインストールを示しています。AWSSDK.S3パッケージ化する。

パッケージマネージャーコンソールからの NuGet の
使用
Visual Studio で、ツール,NuGet パッケージマネージャー,パッケージマネージャーコンソール。
パッケージマネージャーコンソールを使用して、必要な AWSSDK パッケージをインストールできま
す。Install-Packageコマンド。たとえば、AWSSDK.S3 をインストールするには、次のコマンドを使
用します。
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PM> Install-Package AWSSDK.S3

NuGet は、AWSSDK.Core などの依存関係があるものもすべてインストールします。
以前のバージョンのパッケージをインストールする必要がある場合は、-Versionオプションを選択し、
次の例に示すように、希望するパッケージのバージョンを指定します。
PM> Install-Package AWSSDK.S3 -Version 3.3.106.6

Package Manager Console コマンドの詳細については、を参照してください。PowerShell リファレン
スMicrosoft のNuGet のドキュメント。

NuGet を使わずに AWSSDK アセンブリをインス
トールする
このトピックでは、「」の説明に従って、ローカル（またはオンプレミス）で取得して保存した AWSSDK
アセンブリの使用方法について説明します。AWSSDK アセンブリの取得 (p. 520)。これはじゃないSDK
参照の処理に推奨される方法ですが、一部の環境では必須です。

Note
SDK 参照を処理するための推奨される方法は、各プロジェクトが必要とする NuGet パッケージ
のみをダウンロードしてインストールすることです。その方法については、NuGet で AWSSDK
パッケージをインストールする (p. 29)。

AWSSDK アセンブリをインストールするには
1.

プロジェクト領域に、必要な AWSSDK アセンブリ用のフォルダを作成します。たとえば、このフォ
ルダを呼び出すことができます。AwsAssemblies。

2.

まだの場合はAWSSDK アセンブリを入手する (p. 520)を使用して、アセンブリをローカルのダウン
ロードフォルダまたはインストールフォルダに配置します。必要なアセンブリの DLL ファイルを、そ
のダウンロードフォルダからプロジェクトにコピーします (AwsAssembliesフォルダー、この例で
は)。
依存関係もコピーしてください。依存関係に関する情報は、GitHubウェブサイト.

3.

次のように、必要なアセンブリを参照します。
Cross-platform development
1.

プロジェクトを開きます.csprojファイルを追加して<ItemGroup>element

2.

左<ItemGroup>要素、追加する<Reference>ある要素Include各必須アセンブリの属性。
たとえば、Amazon S3 の場合は、次の行をプロジェクトのに追加します。.csprojファイル
を開きます。
Linux および macOS の場合:
<ItemGroup>
<Reference Include="./AwsAssemblies/AWSSDK.Core.dll" />
<Reference Include="./AwsAssemblies/AWSSDK.S3.dll" />
</ItemGroup>

Windows の場合:
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<ItemGroup>
<Reference Include="AwsAssemblies\AWSSDK.Core.dll" />
<Reference Include="AwsAssemblies\AWSSDK.S3.dll" />
</ItemGroup>

3.

プロジェクトを保存する.csprojファイルを開きます。

Windows with Visual Studio and .NET Core
1.

Visual Studio で、プロジェクトを読み込んで開きます。プロジェクト,参照を追加。

2.

[ブラウズボタンを、ダイアログボックスの下部に表示します。プロジェクトのフォルダと必
要な DLL ファイルをコピーしたサブフォルダに移動します (AwsAssembliesなど）。

3.

すべての DLL ファイルを選択し、を追加します。を選択し、OK。

4.

プロジェクトを保存します。

高度な設定AWS SDK for .NET事業
このセクションのトピックでは、関心のある追加の構成タスクと方法について説明します。
トピック
• AWSSDK.Extensions.NETCore.Setup および ICONFiguration インターフェイスの使用 (p. 32)
• 他のアプリケーションパラメータの設定 (p. 35)
• AWS SDK for .NET の設定ファイルリファレンス (p. 41)

AWSSDK.Extensions.NETCore.Setup および
ICONFiguration インターフェイスの使用
（このトピックは、以前は「の設定」というタイトルでした。AWS SDK for .NET.NET Core」)
.NET Core の最大の変更点の 1 つは、ConfigurationManagerと標準app.configそし
てweb.config.NET Framework および ASP.NET アプリケーションで使用されていたファイル。
.NET Core の設定は、設定プロバイダによって確立されたキーと値のペアに基づいています。設定プロバ
イダーは、コマンドライン引数、ディレクトリファイル、環境変数、設定ファイルなど、さまざまな設定
ソースから設定データをキーと値のペアを読み取ります。

Note
詳細については、「ASP.NET Core の設定」を参照してください。
使いやすくするためにAWS SDK for .NET.NET Core を使用する
と、AWSSDK.Extensions.NETCore.SetupNuGet パッケージです。多くの.NET Core ライブラリと同様
に、拡張メソッドをIConfiguration取得するためのインターフェイスAWSシームレスな構成。

AWSSDK.Extensions.NETCore.Setup の使用
ASP.NET コアモデルビューコントローラ (MVC) アプリケーションを作成するとします。これ
は、ASP.NET Core Web アプリケーションVisual Studio または実行してテンプレートdotnet new
mvc ....NET Core CLI を使用します。このようなアプリケーションを作成する場合、のコンストラ
クタStartup.cs次のような設定プロバイダからさまざまな入力ソースを読み込んで、設定を処理しま
す。appsettings.json。
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public Startup(IConfiguration configuration)
{
Configuration = configuration;
}

♪Configurationオブジェクトを取得するオブジェクトAWSオプション、ま
ずAWSSDK.Extensions.NETCore.SetupNuGet パッケージです。次に、次に説明するように、設定
ファイルにオプションを追加します。
プロジェクトに追加されたファイルの 1 つはappsettings.Development.json。これ
は、EnvironmentNameに設定する開発。開発時には、このファイルに構成を入れて、ローカルテスト中
にのみ読み込まれます。次の Amazon EC2 インスタンスをデプロイする場合EnvironmentNameに設定す
る本番稼働用の場合、このファイルは無視され、AWS SDK for .NETAmazon EC2 インスタンスに設定さ
れた IAM 認証情報およびリージョンにフォールバックします。
次の設定は、に追加できる値の例を示しています。appsettings.Development.jsonプロジェクト内
のファイルを指定するAWS[] 設定。
{

}

"AWS": {
"Profile": "local-test-profile",
"Region": "us-west-2"
},
"SupportEmail": "TechSupport@example.com"

の設定にアクセスするにはCSHTMLファイル、Configurationディレクティブ。
@using Microsoft.Extensions.Configuration
@inject IConfiguration Configuration
<h1>Contact</h1>
<p>

<strong>Support:</strong> <a
href='mailto:@Configuration["SupportEmail"]'>@Configuration["SupportEmail"]</a><br />
</p>

にアクセスするにはAWSファイルで設定されたオプションは、コードからファイルに設定されている場合
は、GetAWSOptions拡張メソッドが追加されましたIConfiguration。
これらのオプションからサービスクライアントを構築するには、CreateServiceClient を呼
び出します。次の例では、Amazon S3 サービスクライアントを作成する方法を示します。（必
ずAWSSDK.S3NuGet パッケージをプロジェクトに追加します。)
var options = Configuration.GetAWSOptions();
IAmazonS3 client = options.CreateServiceClient<IAmazonS3>();

で複数のエントリを使用して、互換性のない設定を持つ複数のサービスクライアントを作成することも
できます。appsettings.Development.jsonファイル。次の例に示すように、の設定は次のとおりで
す。service1を含むus-west-2のリージョンと設定service2特別なエンドポイントを含むURL。
{

"service1": {
"Profile": "default",
"Region": "us-west-2"
},
"service2": {
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}

}

"Profile": "default",
"ServiceURL": "URL"

その後、JSON ファイルのエントリを使用することで、特定のサービスのオプションを取得できます。た
とえば、の設定を取得するには、次のようにします。service1以下のを使用します。
var options = Configuration.GetAWSOptions("service1");

appsettings ファイルで許可される値
appsettings.Development.json ファイルには次のアプリケーション設定値を設定できます。フィー
ルド名には、表示されている大文字小文字を区別して使用する必要があります。これらの設定の詳細につ
いては、「」を参照してください。AWS.Runtime.ClientConfigクラス。
• Region
• Profile
• ProfilesLocation
• SignatureVersion
• RegionEndpoint
• UseHttp
• ServiceURL
• AuthenticationRegion
• AuthenticationServiceName
• MaxErrorRetry
• LogResponse
• BufferSize
• ProgressUpdateInterval
• ResignRetries
• AllowAutoRedirect
• LogMetrics
• DisableLogging
• UseDualstackEndpoint

ASP.NET Core 依存関係インジェクション
AWSSDK.Extensions.NETCore.Setup NuGet パッケージにも、ASP.NET Core の新しい依存関係イ
ンジェクションシステムが組み込まれています。-ConfigureServicesアプリケーションのメソッ
ドStartupクラスは MVC サービスが追加されている場所です。アプリケーションが Entity Framework を
使用している場合は、これが初期化される場所でもあります。
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
// Add framework services.
services.AddMvc();
}

Note
.NET Core の依存関係インジェクションの背景については、.NET Core ドキュメントサイト。
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-AWSSDK.Extensions.NETCore.SetupNuGet パッケージは、新しい拡張メソッド
をIServiceCollection追加するために使用できることAWS依存性注入へのサービス。次のコー
ドは、の追加方法を示しています。AWS読み込まれたオプションIConfigurationをクリックし
て、Amazon S3 および DynamoDB をサービスのリストに追加します。（必ずAWSSDK.S3そし
てAWSSDK.DynamoDBv2NuGet パッケージをプロジェクトに追加します。)
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
// Add framework services.
services.AddMvc();

}

services.AddDefaultAWSOptions(Configuration.GetAWSOptions());
services.AddAWSService<IAmazonS3>();
services.AddAWSService<IAmazonDynamoDB>();

ここで、MVC コントローラがコンストラクタで IAmazonS3 または IAmazonDynamoDB のいずれかをパ
ラメータとして使用している場合、依存関係インジェクションシステムはこれらのサービスを渡します。
public class HomeController : Controller
{
IAmazonS3 S3Client { get; set; }
public HomeController(IAmazonS3 s3Client)
{
this.S3Client = s3Client;
}
...
}

他のアプリケーションパラメータの設定
Note
このトピックの情報は、.NET Framework に基づくプロジェクトに固有のものです。.NET Core
に基づくプロジェクトでは、デフォルトでは App.config および Web.config ファイルは存在
しません。

開いて .NET Framework のコンテンツを表示する
認証情報の設定 (p. 20)に加えて、その他のアプリケーションパラメータを数多く設定できます。
• AWSLogging (p. 36)
• AWSLogMetrics (p. 36)
• AWSRegion (p. 37)
• AWSResponseLogging (p. 37)
• AWS.DynamoDBContext.TableNamePrefix (p. 38)
• AWS.S3.UseSignatureVersion4 (p. 38)
• AWSEndpointDefinition (p. 39)
• AWS のサービスによって生成されたエンドポイント (p. 39)
これらのパラメータは、アプリケーションの App.config ファイルまたは Web.config ファイルで設定
できます。これらは AWS SDK for .NET API でも設定できますが、アプリケーションの .config ファイ
ルを使用することをお勧めします。ここでは、両方のアプローチについて説明します。
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このトピックで後ほど説明する <aws> エレメントの使用方法の詳細については、「AWS SDK for .NET の
設定ファイルリファレンス (p. 41)」を参照してください。

AWSLogging
SDK でイベントを記録する方法を設定します。例えば、推奨される方法としては <aws> 要素の子要素で
ある <logging> 要素の使用があります。
<aws>
<logging logTo="Log4Net"/>
</aws>

または:
<add key="AWSLogging" value="log4net"/>

指定できる値は以下のとおりです。
None
イベントのログ記録を無効にします。これがデフォルトです。
log4net
log4net を使用してログを記録します。
SystemDiagnostics
System.Diagnostics クラスを使用してログを記録します。
コンマで区切ることで、logTo 属性に複数の値を設定できます。次の例では、.config ファイルを使用
して log4net ログと System.Diagnostics ログの両方を設定します。
<logging logTo="Log4Net, SystemDiagnostics"/>

または:
<add key="AWSLogging" value="log4net, SystemDiagnostics"/>

または AWS SDK for .NET API を使用して、LoggingOptions 列挙の値を組み合わせ
て、AWSConfigs.Logging プロパティを設定します。
AWSConfigs.Logging = LoggingOptions.Log4Net | LoggingOptions.SystemDiagnostics;

この設定の変更は新しい AWS クライアントインスタンスに対してのみ有効です。

AWSLogMetrics
SDK でパフォーマンスメトリクスを記録するかどうかを指定します。.config ファイルでメトリクスの
ログを設定するには、<logging> 要素の logMetrics 属性値を設定します。これは、<aws> 要素の子要
素です。
<aws>
<logging logMetrics="true"/>
</aws>

または、<appSettings> セクションで AWSLogMetrics キーを設定します。
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<add key="AWSLogMetrics" value="true">

または、AWS SDK for .NET API を使用してメトリクスのログ記録を設定するに
は、AWSConfigs.LogMetrics プロパティを設定します。
AWSConfigs.LogMetrics = true;

この設定では、すべてのクライアント/設定のデフォルトの LogMetrics プロパティを設定します。この
設定の変更は新しい AWS クライアントインスタンスに対してのみ有効です。

AWSRegion
明示的にリージョンを指定していないクライアントのデフォルト AWS リージョンを設定しま
す。.config ファイルでリージョンを設定する推奨される方法は、aws 要素の region 属性値を設定す
ることです。
<aws region="us-west-2"/>

または、<appSettings> セクションで AWSRegion キーを設定します。
<add key="AWSRegion" value="us-west-2"/>

または、AWS SDK for .NET API を使用してリージョンを設定するには、AWSConfigs.AWSRegion プロパ
ティを設定します。
AWSConfigs.AWSRegion = "us-west-2";

特定のリージョン用の AWS クライアントを作成する方法の詳細については、「AWS リージョンの選
択 (p. 27)」を参照してください。この設定の変更は新しい AWS クライアントインスタンスに対しての
み有効です。

AWSResponseLogging
SDK がサービス応答を記録するタイミングを設定します。指定できる値は以下のとおりです。
Never
サービス応答を記録しません。これがデフォルトです。
Always
常にサービス応答を記録します。
OnError
エラーが発生したときのみサービス応答を記録します。
.config ファイルでサービス ログを設定する推奨される方法は、<logging> 要素の logResponses 属
性値を設定することです。これは、<aws> 要素の子要素です。
<aws>
<logging logResponses="OnError"/>
</aws>

または、<appSettings> セクションで AWSResponseLogging キーを設定します。
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<add key="AWSResponseLogging" value="OnError"/>

または、AWS SDK for .NET API を使用してサービスのログ記録を設定するに
は、AWSConfigs.ResponseLogging プロパティを ResponseLoggingOption 列挙のいずれかの値に設定し
ます。
AWSConfigs.ResponseLogging = ResponseLoggingOption.OnError;

この設定に対する変更はすぐに反映されます。

AWS.DynamoDBContext.TableNamePrefix
手動で設定しなかった場合に DynamoDBContext で使用されるデフォルトの TableNamePrefix を設定
します。
.config ファイルでテーブル名プレフィックスを設定する際の推奨される方法
は、<dynamoDBContext> 要素の tableNamePrefix 属性値を設定することです。この要素は
<dynamoDB> 要素の子要素であり、これ自体は <aws> 要素の子要素です。
<dynamoDBContext tableNamePrefix="Test-"/>

または、<appSettings> セクションで AWS.DynamoDBContext.TableNamePrefix キーを設定しま
す。
<add key="AWS.DynamoDBContext.TableNamePrefix" value="Test-"/>

または、AWS SDK for .NET API を使用してテーブル名プレフィックスを設定するに
は、AWSConfigs.DynamoDBContextTableNamePrefix プロパティを設定します。
AWSConfigs.DynamoDBContextTableNamePrefix = "Test-";

この設定への変更は、DynamoDBContextConfig および DynamoDBContext の新しく構築されたインス
タンスのみに有効です。

AWS.S3.UseSignatureVersion4
Amazon S3 クライアントがリクエストへの署名で署名バージョン 4 を使用するかどうかを設定します。
Amazon S3 の署名バージョン 4 での署名を .config ファイルで設定する際に推奨される方法は、<s3>
要素の useSignatureVersion4 属性を設定することです。これは、<aws> 要素の子要素です。
<aws>
<s3 useSignatureVersion4="true"/>
</aws>

または、AWS.S3.UseSignatureVersion4 セクションで true キーを <appSettings> に設定しま
す。
<add key="AWS.S3.UseSignatureVersion4" value="true"/>

または、AWS SDK for .NET API を使用して署名バージョン 4 の署名を設定するに
は、AWSConfigs.S3UseSignatureVersion4 プロパティを true に設定します。
AWSConfigs.S3UseSignatureVersion4 = true;
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デフォルトでは、この設定は false ですが、一部のケースまたは一部のリージョンではデフォルトで署名
バージョン 4 が使用される場合があります。設定が true の場合、すべてのリクエストに署名バージョン
4 が使用されます。この設定の変更は新しい Amazon S3 クライアントインスタンスに対してのみ有効で
す。

AWSEndpointDefinition
SDK がリージョンとエンドポイントを定義するカスタム設定ファイルを使用するかどうかを設定します。
.config ファイルでエンドポイント定義ファイルを設定するには、<aws> 要素の
endpointDefinition 属性値を設定することをお勧めします。
<aws endpointDefinition="c:\config\endpoints.json"/>

または、<appSettings> セクションで AWSEndpointDefinition キーを設定できます。
<add key="AWSEndpointDefinition" value="c:\config\endpoints.json"/>

または、AWS SDK for .NET API を使用してエンドポイント定義ファイルを設定するに
は、AWSConfigs.EndpointDefinition プロパティを設定します。
AWSConfigs.EndpointDefinition = @"c:\config\endpoints.json";

ファイル名が指定されていない場合、カスタム設定ファイルは使用されません。この設定の変更は新し
い AWS クライアントインスタンスに対してのみ有効です。endpoint.json ファイルは、https://github.com/
aws/aws-sdk-net/blob/master/sdk/src/Core/endpoints.json から入手できます。

AWS のサービスによって生成されたエンドポイント
一部の AWS サービスはリージョンのエンドポイントを使用する代わりに、独自のエンドポイントを生成
します。これらのサービスのクライアントは、そのサービスおよびリソースに固有のサービス URL を使用
します。これらのサービスの例を 2 つ挙げると、Amazon があります。 CloudSearch そしてAWS IoT。次
の例は、これらのサービスのエンドポイントを取得する方法を示しています。

アマゾン CloudSearch エンドポイントの例
アマゾン CloudSearch クライアントは、Amazon にアクセスするために使用されます CloudSearch
設定サービス。Amazonを使っているのよ CloudSearch 設定サービスを使用して、検索ドメイン
の作成、設定、管理を実行できます。検索ドメインを作成するには、CreateDomainRequest オブ
ジェクトを作成し、DomainName プロパティを指定します。リクエストオブジェクトを使用して
AmazonCloudSearchClient オブジェクトを作成します。CreateDomain メソッドを呼び出します。呼び出
しから返される CreateDomainResponse オブジェクトには、DocService および SearchService エン
ドポイントの両方を持つ DomainStatus プロパティが含まれます。AmazonCloudSearchDomainConfig
オブジェクトを作成し、それを使用して AmazonCloudSearchDomainClient クラスの DocService および
SearchService インスタンスを初期化します。
// Create domain and retrieve DocService and SearchService endpoints
DomainStatus domainStatus;
using (var searchClient = new AmazonCloudSearchClient())
{
var request = new CreateDomainRequest
{
DomainName = "testdomain"
};
domainStatus = searchClient.CreateDomain(request).DomainStatus;
Console.WriteLine(domainStatus.DomainName + " created");
}
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// Test the DocService endpoint
var docServiceConfig = new AmazonCloudSearchDomainConfig
{
ServiceURL = "https://" + domainStatus.DocService.Endpoint
};
using (var domainDocService = new AmazonCloudSearchDomainClient(docServiceConfig))
{
Console.WriteLine("Amazon CloudSearchDomain DocService client instantiated using the
DocService endpoint");
Console.WriteLine("DocService endpoint = " + domainStatus.DocService.Endpoint);

}

using (var docStream = new FileStream(@"C:\doc_source\XMLFile4.xml", FileMode.Open))
{
var upload = new UploadDocumentsRequest
{
ContentType = ContentType.ApplicationXml,
Documents = docStream
};
domainDocService.UploadDocuments(upload);
}

// Test the SearchService endpoint
var searchServiceConfig = new AmazonCloudSearchDomainConfig
{
ServiceURL = "https://" + domainStatus.SearchService.Endpoint
};
using (var domainSearchService = new AmazonCloudSearchDomainClient(searchServiceConfig))
{
Console.WriteLine("Amazon CloudSearchDomain SearchService client instantiated using the
SearchService endpoint");
Console.WriteLine("SearchService endpoint = " + domainStatus.SearchService.Endpoint);

}

var searchReq = new SearchRequest
{
Query = "Gambardella",
Sort = "_score desc",
QueryParser = QueryParser.Simple
};
var searchResp = domainSearchService.Search(searchReq);

AWS IoT エンドポイントの例
AWS IoT のエンドポイントを取得するには、AmazonIoTClient オブジェクトを作成し、DescribeEndPoint
メソッドを呼び出します。返される DescribeEndPointResponse オブジェクトには、EndpointAddress
が含まれます。AmazonIotDataConfig オブジェクトを作成し、ServiceURL プロパティを設定します。次
に、このオブジェクトを使用して AmazonIotDataClient クラスをインスタンス化します。
string iotEndpointAddress;
using (var iotClient = new AmazonIoTClient())
{
var endPointResponse = iotClient.DescribeEndpoint();
iotEndpointAddress = endPointResponse.EndpointAddress;
}
var ioTdocServiceConfig = new AmazonIotDataConfig
{
ServiceURL = "https://" + iotEndpointAddress
};
using (var dataClient = new AmazonIotDataClient(ioTdocServiceConfig))
{
Console.WriteLine("AWS IoTData client instantiated using the endpoint from the
IotClient");
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AWS SDK for .NET の設定ファイルリファレンス
Note
このトピックの情報は、.NET Framework に基づくプロジェクトに固有のものです。.NET Core
に基づくプロジェクトでは、デフォルトでは App.config および Web.config ファイルは存在
しません。

開いて .NET Framework のコンテンツを表示する
.NET プロジェクトの App.config ファイルまたは Web.config ファイルを使用すると、AWS の認証情
報、ログオプション、AWS サービスエンドポイント、AWS リージョンなどの AWS の設定や、Amazon
DynamoDB、Amazon EC2、Amazon S3 などの AWS サービスの一部の設定を指定できます。以下では、
適切な形式の App.config ファイルまたは Web.config ファイルを使用してこれらの設定を指定する方
法について説明します。

Note
App.config ファイルまたは Web.config ファイルの <appSettings> 要素を引き続き
使用して AWS の設定を指定することもできますが、このトピックで後ほど説明するように
<configSections> 要素および <aws> 要素を使用することをお勧めします <appSettings>
エレメントの詳細については、「AWS SDK for .NET アプリケーションの設定 (p. 17)」の
<appSettings> エレメントの例を参照してください。

Note
以下の AWSConfigs クラスプロパティをコードファイルで使用して AWS の設定を指定すること
はできますが、以下のプロパティは非推奨であり、将来のリリースではサポートされなくなる可
能性があります。
• DynamoDBContextTableNamePrefix
• EC2UseSignatureVersion4
• LoggingOptions
• LogMetrics
• ResponseLoggingOption
• S3UseSignatureVersion4
一般に、このトピックでこれから説明するように、コードファイルで AWSConfigs クラス
のプロパティを使用して AWS の設定を指定するのではなく、App.config ファイルまたは
Web.config ファイルの <configSections> 要素および <aws> 要素を使用して AWS の設定
を指定することをお勧めします。上記のプロパティの詳細については、「AWS SDK for .NET ア
プリケーションの設定 (p. 17)」の AWSConfigs コード例を参照してください。
トピック
• AWS 設定セクションの宣言 (p. 41)
• 使用できる要素 (p. 42)
• 要素のリファレンス (p. 43)

AWS 設定セクションの宣言
AWS の設定は、App.config または Web.config ファイルの <aws> 要素内で指定します。<aws> 要素
の使用を始める前に、次の例で示すように <section> 要素 (<configSections> 要素の子要素) を作成
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し、その name 属性を aws に、type 属性を Amazon.AWSSection, AWSSDK.Core に設定する必要があ
ります。
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
...
<configSections>
<section name="aws" type="Amazon.AWSSection, AWSSDK.Core"/>
</configSections>
<aws>
<!-- Add your desired AWS settings declarations here. -->
</aws>
...
</configuration>

Visual Studio のエディタでは、<aws> 要素またはその子要素の自動コード補完機能（IntelliSense）は提供
されていません。
<aws> 要素を正しくフォーマットするには、Amazon.AWSConfigs.GenerateConfigTemplate メソッ
ドを呼び出してください。このメソッドは <aws> 要素の正規バージョンを適切な文字列として出力するの
で、それを利用できます。以下のセクションでは、<aws> 要素の属性と子要素について説明します。

使用できる要素
AWS 設定セクションで使用できる要素の間の論理的な関係を次に示します。このリストの最新バージョン
は Amazon.AWSConfigs.GenerateConfigTemplate メソッドを呼び出すことによって生成できます。
このメソッドは、<aws> 要素の正規バージョンをそのまま使用できる文字列として出力します。
<aws
endpointDefinition="string value"
region="string value"
profileName="string value"
profilesLocation="string value">
<logging
logTo="None, Log4Net, SystemDiagnostics"
logResponses="Never | OnError | Always"
logMetrics="true | false"
logMetricsFormat="Standard | JSON"
logMetricsCustomFormatter="NameSpace.Class, Assembly" />
<dynamoDB
conversionSchema="V1 | V2">
<dynamoDBContext
tableNamePrefix="string value">
<tableAliases>
<alias
fromTable="string value"
toTable="string value" />
</tableAliases>
<map
type="NameSpace.Class, Assembly"
targetTable="string value">
<property
name="string value"
attribute="string value"
ignore="true | false"
version="true | false"
converter="NameSpace.Class, Assembly" />
</map>
</dynamoDBContext>
</dynamoDB>
<s3
useSignatureVersion4="true | false" />
<ec2
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useSignatureVersion4="true | false" />
<proxy
host="string value"
port="1234"
username="string value"
password="string value" />
</aws>

要素のリファレンス
AWS 設定セクションで使用できる要素のリストを次に示します。各要素について、使用できる属性と親子
要素が示されています。
トピック
• alias (p. 43)
• aws (p. 44)
• dynamoDB (p. 44)
• dynamoDBContext (p. 45)
• ec2 (p. 45)
• ログ記録 (p. 45)
• map (p. 47)
• property (p. 47)
• proxy (p. 48)
• s3 (p. 49)

alias
<alias> 要素は、1 つ以上のテーブル間マッピングのコレクションに含まれる、タイプに対して
設定されているものとは異なるテーブルを指定する単一の項目を表します この要素は、AWS SDK
for .NET の Amazon.AWSConfigs.DynamoDBConfig.Context.TableAliases プロパティから
Amazon.Util.TableAlias クラスのインスタンスにマッピングされます。テーブル名のプレフィックス
を適用する前に再マッピングが行われます。
この要素は次の属性を含むことができます:
fromTable
マップ元テーブルからマップ先テーブルへのマッピングのマップ元テーブル部分です。この属性
は、AWS SDK for .NET の Amazon.Util.TableAlias.FromTable プロパティにマッピングされま
す。
toTable
マップ元テーブルからマップ先テーブルへのマッピングのマップ先テーブル部分です この属性
は、AWS SDK for .NET の Amazon.Util.TableAlias.ToTable プロパティにマッピングされま
す。
<alias> 要素の親は、<tableAliases> 要素です。
<alias> 要素には子要素は含まれません。
次に <alias> 要素の使用例を示します。
<alias
fromTable="Studio"
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aws
<aws> 要素は、AWS 設定セクションの最上位要素を表します。この要素は次の属性を含むことができま
す:
endpointDefinition
使用する AWS のリージョンとエンドポイントを定義するカスタム設定ファイルの絶対パスです。こ
の属性は、AWS SDK for .NET の Amazon.AWSConfigs.EndpointDefinition プロパティにマッ
ピングされます。
profileName
サービスの呼び出しに使用される、保存された AWS 認証情報のプロファイル名です。この属性
は、AWS SDK for .NET の Amazon.AWSConfigs.AWSProfileName プロパティにマッピングされま
す。
profilesLocation
他の AWS SDK に共有される認証情報ファイルの場所の絶対パスです。デフォルトでは、認証情報
ファイルは現在のユーザーのホームディレクトリにある .aws ディレクトリに格納されます。この属
性は、AWS SDK for .NET の Amazon.AWSConfigs.AWSProfilesLocation プロパティにマッピン
グされます。
region
明示的にリージョンを指定していないクライアントで使用されるデフォルトの AWS リージョン ID で
す。この属性は、AWS SDK for .NET の Amazon.AWSConfigs.AWSRegion プロパティにマッピング
されます。
<aws> 要素に親要素はありません。
<aws> 要素は次の子要素を含むことができます。
• <dynamoDB>
• <ec2>
• <logging>
• <proxy>
• <s3>
次に <aws> 要素の使用例を示します。
<aws
endpointDefinition="C:\Configs\endpoints.xml"
region="us-west-2"
profileName="development"
profilesLocation="C:\Configs">
<!-- ... -->
</aws>

dynamoDB
<dynamoDB> 要素は、Amazon DynamoDB の設定のコレクションを表します。この要素
は、conversionSchema 属性を含むことができます。この属性は、.NET と DynamoDB オブジェクトの間
の変換に使用するバージョンを表します。使用できる値は、V1 および V2 です。この属性は、AWS SDK
for .NET の Amazon.DynamoDBv2.DynamoDBEntryConversion クラスにマッピングされます。詳細に
ついては、「DynamoDB Series - Conversion Schemas」を参照してください。
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<dynamoDB> 要素の親は、<aws> 要素です。
<dynamoDB> 要素は、<dynamoDBContext> 子要素を含むことができます。
次に <dynamoDB> 要素の使用例を示します。
<dynamoDB
conversionSchema="V2">
<!-- ... -->
</dynamoDB>

dynamoDBContext
<dynamoDBContext> 要素は、Amazon DynamoDB コンテキスト固有の設定のコレク
ションを表します。この要素は tableNamePrefix 属性を含むことができます。この属性
は、テーブル名プレフィックスが手動で設定されていない場合に DynamoDB コンテキスト
が使用するデフォルトのプレフィックスを表します。この属性は、AWS SDK for .NET の
Amazon.AWSConfigs.DynamoDBConfig.Context.TableNamePrefix プロパティから
Amazon.Util.DynamoDBContextConfig.TableNamePrefix プロパティにマッピングされます。詳
細については、「Enhancements to the DynamoDB SDK」を参照してください。
<dynamoDBContext> 要素の親は、<dynamoDB> 要素です。
<dynamoDBContext> 要素は次の子要素を含むことができます。
• <alias> (1 つまたは複数のインスタンス)
• <map> (1 つまたは複数のインスタンス)
次に <dynamoDBContext> 要素の使用例を示します。
<dynamoDBContext
tableNamePrefix="Test-">
<!-- ... -->
</dynamoDBContext>

ec2
<ec2> 要素は、Amazon EC2 の設定のコレクションを表します。この要素は、useSignatureVersion4
属性を含むことができます。この属性は、署名バージョン 4 の署名をすべての要求に
対して使用すること (true)、または署名バージョン 4 の署名をすべての要求に対して
使用しないこと (false、デフォルト) を指定します。この属性は、AWS SDK for .NET
の Amazon.AWSConfigs.EC2Config.UseSignatureVersion4 プロパティから
Amazon.Util.EC2Config.UseSignatureVersion4 プロパティにマッピングされます。
<ec2> 要素の親は、要素です。
<ec2> 要素には子要素は含まれません。
次に <ec2> 要素の使用例を示します。
<ec2
useSignatureVersion4="true" />

ログ記録
<logging> 要素は、応答ログおよびパフォーマンスメトリクスログの設定のコレクションを表します。
この要素は次の属性を含むことができます:
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logMetrics
パフォーマンスメトリクスをすべてのクライアントおよび設定に対して記録す
るか (true)、または記録しないか (false) を示します。この属性は、AWS SDK
for .NET の Amazon.AWSConfigs.LoggingConfig.LogMetrics プロパティから
Amazon.Util.LoggingConfig.LogMetrics プロパティにマッピングされます。
logMetricsCustomFormatter
ログ記録メトリクスのカスタムフォーマッターのデータ型およびアセンブリ名です この属性は、AWS
SDK for .NET の Amazon.AWSConfigs.LoggingConfig.LogMetricsCustomFormatter プロパ
ティから Amazon.Util.LoggingConfig.LogMetricsCustomFormatter プロパティにマッピン
グされます。
logMetricsFormat
ログ記録メトリクスを示す形式です (AWS SDK for .NET の
Amazon.AWSConfigs.LoggingConfig.LogMetricsFormat プロパティから
Amazon.Util.LoggingConfig.LogMetricsFormat プロパティにマッピングされます)。
使用できる値は次のとおりです。
JSON
JSON 形式を使用します。
Standard
デフォルトの形式を使用します。
logResponses
サービス応答をいつログに記録するかを示します (AWS SDK for .NET の
Amazon.AWSConfigs.LoggingConfig.LogResponses プロパティから
Amazon.Util.LoggingConfig.LogResponses プロパティにマッピングされます)。
使用できる値は次のとおりです。
Always
常にサービス応答を記録します。
Never
サービス応答を記録しません。
OnError
エラーがあるときにのみサービス応答を記録します。
logTo
ログを記録する場所を示します (AWS SDK for .NET の
Amazon.AWSConfigs.LoggingConfig.LogTo プロパティから LogTo プロパティにマッピングさ
れます)。
使用できる値は次のとおりです。
Log4Net
log4net にログを記録します。
None
ログを無効にします。
SystemDiagnostics
System.Diagnostics にログを記録します。
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<logging> 要素の親は、<aws> 要素です。
<logging> 要素には子要素は含まれません。
次に <logging> 要素の使用例を示します。
<logging
logTo="SystemDiagnostics"
logResponses="OnError"
logMetrics="true"
logMetricsFormat="JSON"
logMetricsCustomFormatter="MyLib.Util.MyMetricsFormatter, MyLib" />

map
<map> 要素は、.NET の型から DynamoDB のテーブルへのマッピングのコレクション内の 1 つの項目を
表します (AWS SDK for .NET の Amazon.AWSConfigs.DynamoDBConfig.Context.TypeMappings
プロパティから TypeMapping クラスのインスタンスにマッピングされます)。詳細については、
「Enhancements to the DynamoDB SDK」を参照してください。
この要素は次の属性を含むことができます:
targetTable
マッピングが適用される DynamoDB のテーブルです。この属性は、AWS SDK for .NET の
Amazon.Util.TypeMapping.TargetTable プロパティにマッピングされます。
type
マッピングが適用される型とアセンブリ名です この属性は、AWS SDK for .NET の
Amazon.Util.TypeMapping.Type プロパティにマッピングされます。
<map> 要素の親は、<dynamoDBContext> 要素です。
<map> 要素は、<property> 子要素の 1 つまたは複数のインスタンスを含むことができます。
次に <map> 要素の使用例を示します。
<map
type="SampleApp.Models.Movie, SampleDLL"
targetTable="Movies">
<!-- ... -->
</map>

property
<property> 要素は DynamoDB のプロパティを表します。(この要素は、AWS SDK for .NET の
AddProperty メソッドから Amazon.Util.PropertyConfig クラスのインスタンスにマッピングされます) 詳
細については、「DynamoDB SDK の機能強化」および「DynamoDB の属性」を参照してください。
この要素は次の属性を含むことができます:
attribute
範囲キーの名前など、プロパティの属性の名前です。この属性は、AWS SDK for .NET の
Amazon.Util.PropertyConfig.Attribute プロパティにマッピングされます。
converter
このプロパティに使用する必要があるコンバーターの種類です この属性は、AWS SDK for .NET の
Amazon.Util.PropertyConfig.Converter プロパティにマッピングされます。
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ignore
関連付けられているプロパティを無視する必要があるか (true)、またはないか (false) を示します。こ
の属性は、AWS SDK for .NET の Amazon.Util.PropertyConfig.Ignore プロパティにマッピン
グされます。
name
プロパティの名前。この属性は、AWS SDK for .NET の Amazon.Util.PropertyConfig.Name プ
ロパティにマッピングされます。
version
このプロパティが項目のバージョン番号を格納する必要があるか (true)、またはないか (false) を示し
ます。この属性は、AWS SDK for .NET の Amazon.Util.PropertyConfig.Version プロパティ
にマッピングされます。
<property> 要素の親は、<map> 要素です。
<property> 要素には子要素は含まれません。
次に <property> 要素の使用例を示します。
<property
name="Rating"
converter="SampleApp.Models.RatingConverter, SampleDLL" />

proxy
<proxy> 要素は、AWS SDK for .NET で使用するプロキシの設定を表します。この要素は次の属性を含む
ことができます:
host
プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスです この属性は、AWS SDK for .NET の
Amazon.AWSConfigs.ProxyConfig.Host プロパティから Amazon.Util.ProxyConfig.Host
プロパティにマッピングされます。
パスワード
プロキシサーバーで認証するためのパスワードです。この属性は、AWS SDK
for .NET の Amazon.AWSConfigs.ProxyConfig.Password プロパティから
Amazon.Util.ProxyConfig.Password プロパティにマッピングされます。
port
プロキシのポート番号です。この属性は、AWS SDK for .NET の
Amazon.AWSConfigs.ProxyConfig.Port プロパティから Amazon.Util.ProxyConfig.Port
プロパティにマッピングされます。
username
プロキシサーバーで認証するユーザー名です。この属性は、AWS SDK
for .NET の Amazon.AWSConfigs.ProxyConfig.Username プロパティから
Amazon.Util.ProxyConfig.Username プロパティにマッピングされます。
<proxy> 要素の親は、<aws> 要素です。
<proxy> 要素には子要素は含まれません。
次に <proxy> 要素の使用例を示します。
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<proxy
host="192.0.2.0"
port="1234"
username="My-Username-Here"
password="My-Password-Here" />

s3
<s3> 要素は、Amazon S3 の設定のコレクションを表します。この要素は、useSignatureVersion4
属性を含むことができます。この属性は、署名バージョン 4 の署名をすべての要求に
対して使用すること (true)、または署名バージョン 4 の署名をすべての要求に対して使
用しないこと (false、デフォルト) を指定します。この属性は、AWS SDK for .NET の
Amazon.AWSConfigs.S3Config.UseSignatureVersion4 プロパティにマッピングされます。
<s3> 要素の親は、<aws> 要素です。
<s3> 要素には子要素は含まれません。
次に <s3> 要素の使用例を示します。
<s3 useSignatureVersion4="true" />
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AWS SDK for .NET の機能
このセクションでは、の機能について説明します。AWS SDK for .NETアプリケーションの作成時に考慮す
る必要がある場合があります。
持っていることを確認してくださいプロジェクトをセットアップするには (p. 17)最初.
特定のソフトウェア開発についてはAWSサービス、「」を参照してください。のガイダンス付きのコード
例AWS SDK for .NET (p. 88)。
トピック
• .NET の AWS 非同期 API (p. 50)
• 再試行とタイムアウト (p. 51)
• ページネーター (p. 53)
• その他のツール (p. 57)

.NET の AWS 非同期 API
-AWS SDK for .NETを使用します。タスクベースの非同期パターン (TAP)非同期実装のため。TAP の詳細
については、「」タスクベースの非同期パターン (TAP)docs.microsoft.comで。
このトピックでは、への呼び出しで TAP を使用する方法の概要を示します。AWSサービスクライアント
を使用します。
の非同期メソッドAWS SDK for .NETAPI は、TaskクラスまたはTask<TResult>クラス。これらのクラ
スの詳細については、docs.microsoft.com を参照してください。タスククラス,<TResult>タスククラス。
これらの API メソッドがコード内で呼び出される場合は、関数内で呼び出される必要がありま
す。asyncキーワードを指定します。次の例に示すように指定します。
static async Task Main(string[] args)
{
...
// Call the function that contains the asynchronous API method.
// Could also call the asynchronous API method directly from Main
// because Main is declared async
var response = await ListBucketsAsync();
Console.WriteLine($"Number of buckets: {response.Buckets.Count}");
...
}
// Async method to get a list of Amazon S3 buckets.
private static async Task<ListBucketsResponse> ListBucketsAsync()
{
...
var response = await s3Client.ListBucketsAsync();
return response;
}

前のコードスニペットに示すように、async宣言はMainfunction. これを設定するasyncスコープは、すべ
ての呼び出しを確実にしますAWSサービスクライアントは非同期である必要があります。宣言できないな
らMain何らかの理由で非同期にするにはasync以外の関数に関するキーワードMain次に、次の例に示す
ように、API メソッドを呼び出します。
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static void Main(string[] args)
{
...
Task<ListBucketsResponse> response = ListBucketsAsync();
Console.WriteLine($"Number of buckets: {response.Result.Buckets.Count}");
...
}
// Async method to get a list of Amazon S3 buckets.
private static async Task<ListBucketsResponse> ListBucketsAsync()
{
...
var response = await s3Client.ListBucketsAsync();
return response;
}

スペシャルに注目してくださいTask<>で必要な構文Mainこのパターンを使うとき。さらに、Resultデー
タを取得するレスポンスのメンバー。
への非同期呼び出しの完全な例を見ることができますAWSサービスクライアントのクイックツ
アー (p. 5)セクションに追加するシンプルなクロスプラットフォームアプリ (p. 5)そしてシンプルな
Windows ベースのアプリ (p. 10)) とでガイダンス付きのコード例 (p. 88)。

再試行とタイムアウト
AWS SDK for .NET では、AWS のサービスへの HTTP リクエストの再試行回数とタイムアウト値を設定で
きます。再試行とタイムアウトのデフォルト値がアプリケーションで適切でない場合は、特定の要件に対
してそれらの値を調整できますが、それによってアプリケーションの動作にどのように影響するかを理解
しておくことが重要です。
再試行とタイムアウトに使用する値を決定するには、以下の点を検討します。
• ネットワーク接続の速度が低下している場合、または AWS のサービスに到達できない場合に、AWS
SDK for .NET およびアプリケーションがどのように対応するか。呼び出しがすぐに失敗するか、または
ユーザーに代わって呼び出しが再試行され続けるか、どちらが適切か。
• 応答性が必要なユーザー対応アプリケーションまたはウェブサイトであるか、またはレイテンシーの増
加に耐性があるバックグラウンド処理ジョブであるか。
• アプリケーションが低レイテンシーの信頼性の高いネットワークでデプロイされているか、または信頼
性が低い接続でリモートの場所にデプロイされているか。

再試行
概要
AWS SDK for .NET では、サーバー側のスロットリングまたは接続中断によって失敗したリクエス
トを再試行できます。サービス設定クラスの 2 つのプロパティを使用して、サービスクライアント
の再試行動作を指定します。サービス設定クラスは、AWS SDK for .NET API リファレンスの抽象
Amazon.Runtime.ClientConfig クラスからこれらのプロパティを継承します。
• RetryMode では、Amazon.Runtime.RequestRetryMode 列挙で定義される 3 つの再試行モードのいず
れかを指定します。
アプリケーションのデフォルト値は、AWS_RETRY_MODE 環境変数または共有 AWS config ファイルの
retry_mode 設定によって制御されます。
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• MaxErrorRetry では、サービスクライアントレベルで許可される再試行の回数を指定します。SDK で
は、指定した回数だけ操作が再試行された後に、失敗となり、例外がスローされます。
アプリケーションのデフォルト値は、AWS_MAX_ATTEMPTS 環境変数または共有 AWS config ファイル
の max_attempts 設定によって制御されます。
これらのプロパティの詳細な説明は、AWS SDK for .NET API リファレンスの抽象
Amazon.Runtime.ClientConfig クラスに記載されています。RetryMode の各値は、次の表に示すように、
デフォルトでは MaxErrorRetry の特定の値に対応します。
RetryMode

Corresponding MaxErrorRetry
(Amazon DynamoDB)

Corresponding MaxErrorRetry (all
others)

Legacy

10

4

Standard

10

2

Adaptive (experimental)

10

2

Behavior
アプリケーションの起動時
アプリケーションの起動時に、RetryMode および MaxErrorRetry のデフォルト値が SDK によって設
定されます。これらのデフォルト値は、他の値を指定しない限り、サービスクライアントを作成するとき
に使用されます。
• 環境でプロパティが設定されていない場合は、RetryMode のデフォルトが Legacy として設定さ
れ、MaxErrorRetry のデフォルトが上記の表の対応する値で設定されます。
• 環境で再試行モードが設定されている場合は、その値が RetryMode のデフォルトとして使用されま
す。MaxErrorRetry のデフォルトは、最大エラー数の値も環境で設定されていない限り、上記の表の
対応する値で設定されます (次の説明を参照)。
• 環境で最大エラー数の値が設定されている場合は、その値が MaxErrorRetry のデフォルトとして
使用されます。Amazon DynamoDB はこのルールの例外です。MaxErrorRetry のデフォルトの
DynamoDB 値は、常に上記の表の値になります。
アプリケーションの実行時
サービスクライアントを作成すると、RetryMode および MaxErrorRetry の次のデフォルト値を使用で
きます。または、前述したように、他の値を指定することもできます。他の値を指定するには、サービス
クライアントを作成する際に、AmazonDynamoDBConfig や AmazonSQSConfig など、サービス設定オブ
ジェクトを作成して含めます。
サービスクライアントの作成後にこれらの値を変更することはできません。
考慮事項
再試行が発生すると、リクエストのレイテンシーが増加します。アプリケーションでのリクエストレイテ
ンシーの合計とエラー発生率の制限に基づいて、再試行回数を設定する必要があります。

タイムアウト
AWS SDK for .NET では、サービスクライアントレベルで、リクエストのタイムアウトとソケットの読み
取り/書き込みのタイムアウト値を設定できます。これらの値は、抽象 Amazon.Runtime.ClientConfig ク
52

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
例

ラスの Timeout プロパティと ReadWriteTimeout プロパティで指定されます。これらの値は、AWS
サービスクライアントオブジェクトによって作成された HttpWebRequest オブジェクトの Timeout プロ
パティと ReadWriteTimeout プロパティとして渡されます。デフォルトでは、Timeout の値は 100 秒
であり、ReadWriteTimeout の値は 300 秒です。
ネットワークのレイテンシーが大きい場合、または操作が再試行される条件が存在する場合に、長いタイ
ムアウト値と大きい再試行回数を使用すると、一部の SDK 操作が応答していないように見えることがあり
ます。

Note
ポータブルクラスライブラリ (PCL) を対象としている AWS SDK for .NET のバージョンでは、 ク
ラスではなく HttpClientHttpWebRequest クラスが使用されていて、Timeout プロパティだけが
サポートされています。
デフォルトのタイムアウト値の例外を次に示します。これらの値は、タイムアウト値を明示的に設定する
とオーバーライドされます。

• AmazonS3Client.PutObjectAsync()、AmazonS3Client.UploadPartAsync()、AmazonGlacierClient.UploadArchiveAsync
など、呼び出されるメソッドによってストリームがアップロードされると、Timeout および
ReadWriteTimeout は最大値に設定されます。
• .NET Framework を対象とする AWS SDK for .NET のバージョンでは、AmazonS3Client と
AmazonGlacierClient のすべてのオブジェクトに対して、Timeout と ReadWriteTimeout が最大値に
設定されます。
• ポータブルクラスライブラリ (PCL) と .NET Core を対象とする AWS SDK for .NET のバージョンで
は、AmazonS3Client と AmazonGlacierClient のすべてのオブジェクトに対して、Timeout が最大値に
設定されます。

例
次の例では、標準再試行モード、3 回の最大再試行、10 秒のタイムアウト、および 10 秒の読み取り/書き
込みタイムアウト (該当する場合) を指定する方法を示しています。AmazonS3Client コンストラクタには
AmazonS3Config オブジェクトが指定されています。
var s3Client = new AmazonS3Client(
new AmazonS3Config
{
Timeout = TimeSpan.FromSeconds(10),
// NOTE: The following property is obsolete for
//
versions of the AWS SDK for .NET that target .NET Core.
ReadWriteTimeout = TimeSpan.FromSeconds(10),
RetryMode = RequestRetryMode.Standard,
MaxErrorRetry = 3
});

ページネーター
一部の AWS サービスでは大量のデータを収集して格納します。このデータは、AWS SDK for .NET の API
コールを使用して取得できます。取得するデータ量が 1 回の API コールとしては多すぎる場合、ページ分
割を使用して、より管理しやすい大きさに結果を分割できます。
ページ分割を実行するには、SDK 内の多くのサービスクライアントのリクエストオブジェクトとレスポン
スオブジェクトによって提供される 継続トークン (通常は NextToken) を使用します。また、このような
サービスクライアントの一部では、ページネーターも使用できます。
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ページネーターを使用することで、ループ、状態変数、複数の API コールなどが影響を受ける場合がある
継続トークンのオーバーヘッドを回避できます。ページネーターを使用すると、1 行のコード、すなわち
foreach ループの宣言によって AWS からデータを取得できます。データを取得するために複数の API
コールが必要な場合は、ページネーターがこれを処理します。

ページネーターの使用の可否
すべてのサービスでページネーターを使用できるわけではありません。サービスで特定の API 向けのペー
ジネーターを提供しているかどうかを判断する 1 つの方法は、AWS SDK for .NET API リファレンスで
サービスクライアントクラスの定義を確認します。
たとえば、AmazonCloudWatchlogsClient クラスの定義を調べると、Paginators プロパティが見つかり
ます。これは、Amazon 用のページネーターを提供するプロパティです。 CloudWatch ログ。

ページネーターを使用するメリット
ページネーターには、完全なレスポンスを表示するプロパティが含まれています。また、通常、主な結果
であるレスポンスの最も興味深い部分へのアクセスを有効にする 1 つ以上のプロパティも含まれていま
す。。
たとえば、前述の AmazonCloudWatchLogsClient では、Paginator オブジェクトに Responses プ
ロパティと、API コールによる完全な DescribeLogGroupsResponse オブジェクトが含まれています。特
に、この Responses プロパティには、ロググループのコレクションが含まれています。
また、ページネーターオブジェクトにも、LogGroups という名前の主な結果が 1 つ含まれています。こ
のプロパティにはレスポンスのロググループ部分のみが格納されています。この主な結果が含まれている
ことで、多くの状況でコードを減らして簡素化できます。

同期と非同期のページ分割
ページネーターでは、ページ分割の同期と非同期の両方の仕組みを利用できます。.NET Framework 4.5
(またはそれ以降) のプロジェクトでは、同期ページ分割を使用できます。非同期ページ分割は、.NET
Core プロジェクトで使用できます。
非同期操作と.NET Core が推奨されているため、次の例では非同期ページ分割について説明します。同期
ページネーションと.NET Framework 4.5 (またはそれ以降) を使用して同じタスクを実行する方法について
は、例の後の ページネーターに関する追加の考慮事項 (p. 57) で説明します。

例
次の例では、AWS SDK for .NET を使用してロググループのリストを表示する方法を示します。比較のた
めに、この例では、ペジネーターを使用した方法と、使用しない方法の両方を示します。後で示す完全な
コードを確認する前に、次のスニペットを検討してください。
geting CloudWatch ページネーターを使用せずにロググループ
// Loop as many times as needed to get all the log groups
var request = new DescribeLogGroupsRequest{Limit = LogGroupLimit};
do
{
Console.WriteLine($"Getting up to {LogGroupLimit} log groups...");
var response = await cwClient.DescribeLogGroupsAsync(request);
foreach(var logGroup in response.LogGroups)
{
Console.WriteLine($"{logGroup.LogGroupName}");
}
request.NextToken = response.NextToken;
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} while(!string.IsNullOrEmpty(request.NextToken));

geting CloudWatch ページネーターを使用してグループを記録する
// No need to loop to get all the log groups--the SDK does it for us behind the
scenes
var paginatorForLogGroups =
cwClient.Paginators.DescribeLogGroups(new DescribeLogGroupsRequest());
await foreach(var logGroup in paginatorForLogGroups.LogGroups)
{
Console.WriteLine(logGroup.LogGroupName);
}

これら 2 つのスニペットの結果はまったく同じであるため、ページネータを使用する利点が明確になりま
す。

Note
完全なコードをビルドして実行する前に、環境がセットアップされている (p. 15)ことを確認して
ください。また、「プロジェクトをセットアップする (p. 17)」の情報を確認してください。
また、Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces NuGet 非同期ページネータはIAsyncEnumerableインター
フェイスからリクエスト.

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDK.CloudWatch
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.CloudWatch
クラス AmazonCloudWatchLogsClient
• 名前空間 Amazon.CloudWatchLogs.Model
クラス DescribeLogGroupsRequest
クラス DescribeLogGroupsResponse
クラス LogGroup

完全なコード
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatchLogs;
Amazon.CloudWatchLogs.Model;

namespace CWGetLogGroups
{
class Program
{
// A small limit for demonstration purposes
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private const int LogGroupLimit = 3;
//
// Main method
static async Task Main(string[] args)
{
var cwClient = new AmazonCloudWatchLogsClient();
await DisplayLogGroupsWithoutPaginators(cwClient);
await DisplayLogGroupsWithPaginators(cwClient);
}
//
// Method to get CloudWatch log groups without paginators
private static async Task DisplayLogGroupsWithoutPaginators(IAmazonCloudWatchLogs
cwClient)
{
Console.WriteLine("\nGetting list of CloudWatch log groups without using
paginators...");
Console.WriteLine("------------------------------------------------------------------");
// Loop as many times as needed to get all the log groups
var request = new DescribeLogGroupsRequest{Limit = LogGroupLimit};
do
{
Console.WriteLine($"Getting up to {LogGroupLimit} log groups...");
DescribeLogGroupsResponse response = await
cwClient.DescribeLogGroupsAsync(request);
foreach(LogGroup logGroup in response.LogGroups)
{
Console.WriteLine($"{logGroup.LogGroupName}");
}
request.NextToken = response.NextToken;
} while(!string.IsNullOrEmpty(request.NextToken));
}
//
// Method to get CloudWatch log groups by using paginators
private static async Task DisplayLogGroupsWithPaginators(IAmazonCloudWatchLogs
cwClient)
{
Console.WriteLine("\nGetting list of CloudWatch log groups by using paginators...");
Console.WriteLine("-------------------------------------------------------------");
// Access the key results; i.e., the log groups
// No need to loop to get all the log groups--the SDK does it for us behind the
scenes
Console.WriteLine("\nFrom the key results...");
Console.WriteLine("------------------------");
IDescribeLogGroupsPaginator paginatorForLogGroups =
cwClient.Paginators.DescribeLogGroups(new DescribeLogGroupsRequest());
await foreach(LogGroup logGroup in paginatorForLogGroups.LogGroups)
{
Console.WriteLine(logGroup.LogGroupName);
}
// Access the full response
// Create a new paginator, do NOT reuse the one from above
Console.WriteLine("\nFrom the full response...");
Console.WriteLine("--------------------------");
IDescribeLogGroupsPaginator paginatorForResponses =
cwClient.Paginators.DescribeLogGroups(new DescribeLogGroupsRequest());
await foreach(DescribeLogGroupsResponse response in paginatorForResponses.Responses)
{
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}

}

}

}

Console.WriteLine($"Content length: {response.ContentLength}");
Console.WriteLine($"HTTP result: {response.HttpStatusCode}");
Console.WriteLine($"Metadata: {response.ResponseMetadata}");
Console.WriteLine("Log groups:");
foreach(LogGroup logGroup in response.LogGroups)
{
Console.WriteLine($"\t{logGroup.LogGroupName}");
}

ページネーターに関する追加の考慮事項
• ページネーターは複数回使用できない
コード内の複数の場所で特定の AWS ページネーターの結果が必要な場合でも、ページネーターオブ
ジェクトを複数回使用することはできません。代わりに、使用する必要があるたびに新しいページネー
ターを作成してください。この概念は、前の DisplayLogGroupsWithPaginators メソッドの例の
コードに示されています。
• 同期ページ分割
.NET Framework 4.5 (またはそれ以降) のプロジェクトでは、同期ページ分割を使用できます。
これを確認するには、.NET Framework 4.5 (またはそれ以降) のプロジェクトを作成して、上記のコー
ドをコピーします。次に、次の例に示すように、2 つの foreach ページネータコールから await キー
ワードのみを削除します。
/*await*/ foreach(var logGroup in paginatorForLogGroups.LogGroups)
{
Console.WriteLine(logGroup.LogGroupName);
}

プロジェクトをビルドして実行し、非同期ページ分割の結果と同じ結果が生成されることを確認しま
す。

その他のツール
.NET アプリケーションの開発、デプロイ、および保守の作業を容易にするために使用できる追加のツール
を次に示します。

AWSデプロイツール
開発マシン上でクラウドネイティブな .NET Core アプリケーションを開発したら、AWS.NET CLI 用のデ
プロイツールを使用して、アプリケーションをより簡単にデプロイできますAWS。
詳細については、にアプリケーションをデプロイするAWS (p. 76)を参照してください。
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高度な認証と認可AWS SDK for .NET
このセクションのトピックでは、の認証と認可、の高度なテクニックについて説明します。AWS SDK
for .NETアプリケーションをデプロイします。
トピック
• とのシングルサインオン (SSO)AWS SDK for .NET (p. 58)

とのシングルサインオン (SSO)AWS SDK for .NET
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)は、ユーザーへの SSO アクセスの一元管理
を容易にするクラウドベースのシングルサインオン (SSO) サービスです。AWS アカウントとクラウドア
プリケーション。詳細については、「」を参照してください。IAM アイデンティティセンターユーザーガ
イド。
SDK が IAM Identity Center とどのようにやり取りするのかよくわからない場合は、次の情報を参照してく
ださい。

高度なインタラクションパターン
概要では、SDK は次のパターンに似た形で IAM ID センターと対話します。
1.

IAM アイデンティティセンターは、通常はIAM アイデンティティセンターコンソール、SSO ユーザー
が参加するよう招待されます。

2.

の共有AWS configユーザーのコンピュータ上のファイルが SSO 情報で更新されます。

3.

ユーザーは IAM Identity Center を介してサインインし、AWS Identity and Access Management(IAM)
権限が設定されている。このサインインは、以下のような SDK 以外のツールから開始できま
す。AWS CLIを使用することもできます。

4.

ユーザーは作業を進めます。SSO を使用している他のアプリケーションを実行する場合、アプリケー
ションを開くために再度サインインする必要はありません。

トピック
• 前提条件 (p. 58)
• SSO プロファイルを設定する (p. 59)
• SSO トークンの生成と使用 (p. 60)
• その他のリソース (p. 64)
• チュートリアル (p. 64)

前提条件
IAM Identity Center を使用する前に、アイデンティティソースの選択や関連するAWS アカウントとアプリ
ケーション。詳細については、以下を参照してください。
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• これらのタスクの一般的な情報については、「」を参照してください。開始方法のIAM アイデンティ
ティセンターユーザーガイド。
• 具体的なタスクの例については、このトピックの最後にあるチュートリアルのリストを参照してくださ
い。ただし、チュートリアルを試す前に、このトピックの情報を必ず確認してください。

SSO プロファイルを設定する
IAM アイデンティティセンターが設定済み関連するAWS アカウントでは、SSO の名前付きプロファイル
をユーザーの共有に追加する必要がありますAWS configファイルを開きます。このプロファイルはAWS
ポータルにアクセスするは、ユーザーに対して設定された IAM アクセス権限の短期認証情報を返します。
の共有config通常、ファイル名はです%USERPROFILE%\.aws\configWindows および~/.aws/
configLinux および macOS の場合は。SSO の新しいプロファイルを追加するには、任意のテキストエ
ディタを使用します。を使用することもできます。aws configure ssoコマンド。このコマンドの詳細
については、「」を参照してください。設定:AWSIAM アイデンティティセンターを使用する CLIのAWS
Command Line Interfaceユーザーガイド。
新しいプロファイルは次の例のようになります。
[profile my-sso-profile]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-west-2
sso_account_id = 123456789012
sso_role_name = SSOReadOnlyRole

新しいプロファイルの設定は以下のように定義されています。最初の 2 つの設定は、AWSポータルにアク
セスします。他の2つの設定は、ユーザーに対して構成された権限を定義するペアです。4 つの設定が必須
です。
sso_start_url
組織のAWSポータルにアクセスする。この値を検索するには、IAM アイデンティティセンターコン
ソール、選択設定、および検索ポータル URL。
sso_region
-AWS リージョンアクセスポータルのホストを含む。これは、IAM Identity Center を有効にしたとき
に選択されたリージョンです。他のタスクに使用するリージョンとは異なる場合があります。
の詳細なリストについては、AWS リージョンとそのコードについては、リージョンのエンドポイン
トのAmazon Web Services 全般リファレンス。
sso_account_id
の ID。AWS アカウントそれはを通じて追加されましたAWS Organizationsサービス。使用可能なア
カウントのリストを表示するには、IAM アイデンティティセンターコンソールを開くAWS アカウン
トページで. この設定で選択するアカウント ID は、sso_role_name設定。
sso_role_name
IAM アイデンティティセンターの権限セットの名前。この権限セットは、IAM Identity Center を通じ
てユーザーに付与されるアクセス権限を定義します。
次の手順は、この設定の値を見つける方法の 1 つです。
1.

に移動します。IAM アイデンティティセンターコンソールを開くAWS アカウントページで.

2.

アカウントを選択して詳細を表示します。選択するアカウントは、SSO 権限を付与する SSO
ユーザーまたはグループを含むアカウントになります。
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3.

アカウントに割り当てられているユーザーとグループのリストを見て、関心のあるユーザーまた
はグループを見つけます。で指定した権限セットsso_role_namesettings は、このユーザーまた
はグループに関連付けられているセットの 1 つです。

この設定の値を指定する場合、Amazon リソースネーム (ARN) の値を使用します。
権限セットには、IAM ポリシーとカスタムアクセス権限ポリシーがアタッチされています。詳細につ
いては、次を参照してください。アクセス権限セットのIAM アイデンティティセンターユーザーガイ
ド。

SSO トークンの生成と使用
SSO を使用するには、ユーザーはまず一時トークンを生成し、そのトークンを使用して適切なAWSアプ
リケーションとリソース。.NET アプリケーションでは、次の方法を使用してこれらの一時トークンを生成
して使用できます。
• でトークンを生成するAWS CLIそのトークンを.NET アプリケーションで使用します。
• 必要に応じて最初にトークンを生成し、そのトークンを使用する.NETアプリケーションを作成します。
これらのメソッドについては、これ以降のセクションで説明します。チュートリアル (p. 64)。

AWS CLI.NET アプリケーション
このセクションでは、を使用して一時的な SSO トークンを生成する方法を示します。AWS CLI、およ
びそのトークンをアプリケーションで使用する方法。このプロセスの詳細なチュートリアルについて
は、「」を参照してください。を使用した SSO のチュートリアルAWS CLI.NET アプリケーションおよ
び (p. 64)。

SSO トークンを生成するにはAWS CLI
以下の情報は、を使用する方法を示しています。AWS CLI後で使用するための一時トークンを生成しま
す。
ユーザが SSO 対応プロファイルを作成した後、前のセクション (p. 59)、彼らはaws sso loginコマ
ンドを実行するAWS CLI。必ず--profileパラメータに SSO 対応プロファイルの名前を指定します。こ
れを次の例で示します:
aws sso login --profile my-sso-profile

現在のトークンの有効期限が切れた後に新しい一時トークンを生成したい場合は、同じコマンドを再実行
できます。

生成された SSO トークンを.NET アプリケーションで使用する
次の情報は、すでに生成されている一時トークンの使用方法を示しています。

Important
アプリケーションは以下を参照する必要があります NuGet SSO 解決が機能するようにパッケー
ジ化します。
• AWSSDK.SSO
• AWSSDK.SSOOIDC
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これらのパッケージを参照しないと、ランタイム例外。
アプリケーションが作成するAWSCredentialsによって以前に生成された一時的な認証情報をロードする
SSO プロファイルのオブジェクトAWS CLI。これは、に示す方法に似ていますアプリケーション内の資格
情報とプロファイルへのアクセス (p. 521)これには、以下の形式が使用されます。
static AWSCredentials LoadSsoCredentials()
{
var chain = new CredentialProfileStoreChain();
if (!chain.TryGetAWSCredentials("my-sso-profile", out var credentials))
throw new Exception("Failed to find the my-sso-profile profile");
return credentials;

}

-AWSCredentials次に、オブジェクトはサービスクライアントのコンストラクターに渡されます。例:
var S3Client_SSO = new AmazonS3Client(LoadSsoCredentials());

Note
を使用するAWSCredentials一時的な認証情報をロードするアプリケーション
は、[default]SSO のプロファイル。その場合、アプリケーションはAWSパラメータのない
サービスクライアント、」var client = new AmazonS3Client();「。
を使用した SSO のチュートリアルAWS CLI.NET アプリケーションおよび (p. 64)

.NET アプリケーションのみ
このセクションでは、必要に応じて一時的な SSO トークンを生成し、そのトークンを使用する .NET アプ
リケーションを作成する方法を示します。このプロセスの詳細なチュートリアルについては、「」を参照
してください。.NET アプリケーションのみを使用する SSO のチュートリアル (p. 70)。

SSO トークンをプログラム的に生成して使用する
を使用することに加えてAWS CLIでは、SSO トークンをプログラムで作成することもできます。
これを行うために、アプリケーションでAWSCredentialsSSOプロファイルのオブジェクト。一時的な
認証情報がある場合はそれをロードします。次に、アプリケーションはAWSCredentialsオブジェクト
をSSOAWSCredentialsオブジェクトといくつか設定するオプションプロパティ。必要に応じて、サイン
イン情報の入力をユーザーに促すために使用されるコールバックメソッドが含まれます。
このメソッドは次のコード例で示されています。
static AWSCredentials LoadSsoCredentials()
{
var chain = new CredentialProfileStoreChain();
if (!chain.TryGetAWSCredentials("my-sso-profile", out var credentials))
throw new Exception("Failed to find the my-sso-profile profile");
var ssoCredentials = credentials as SSOAWSCredentials;
ssoCredentials.Options.ClientName = "Example-SSO-App";
ssoCredentials.Options.SsoVerificationCallback = args =>
{
// Launch a browser window that prompts the SSO user to complete an SSO sign-in.
// This method is only invoked if the session doesn't already have a valid SSO
token.
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not,

};
}

// NOTE: Process.Start might not support launching a browser on macOS or Linux. If
//
use an appropriate mechanism on those systems instead.
Process.Start(new ProcessStartInfo
{
FileName = args.VerificationUriComplete,
UseShellExecute = true
});

return ssoCredentials;

適切な SSO トークンが利用できない場合は、既定のブラウザウィンドウが開き、適切なサインインペー
ジが開きます。たとえば、IAM アイデンティティセンターをID ソースの場合、ユーザーは次のようなサイ
ンインページが表示されます。
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Note
指定するテキスト文字列SSOAWSCredentials.Options.ClientNameスペースを含めることは
できません。文字列にスペースが含まれている場合、ランタイム例外。
.NET アプリケーションのみを使用する SSO のチュートリアル (p. 70)

その他のリソース
その他のヘルプについては、以下の資料を参照してください。
• IAM ID センターとは
• 設定:AWS CLIIAM アイデンティティセンターを使用するには
• で IAM アイデンティティセンターの認証情報を使用するAWS Toolkit for Visual Studio

チュートリアル
トピック
• を使用した SSO のチュートリアルAWS CLI.NET アプリケーションおよび (p. 64)
• .NET アプリケーションのみを使用する SSO のチュートリアル (p. 70)

を使用した SSO のチュートリアルAWS CLI.NET アプ
リケーションおよび
このチュートリアルでは、基本的な .NET アプリケーションとテスト SSO ユーザーに対して SSO を有効
にする方法を説明します。これは、AWS CLI代わりに一時的な SSO トークンを生成するプログラムによ
る生成 (p. 70)。
このチュートリアルを開始する前に、以下を参照してください。背景情報 (p. 58)IAM アイデンティティ
センターをAWS SDK for .NET。というサブセクションのこのシナリオのハイレベルな説明も参照してくだ
さい。AWS CLI.NET アプリケーション (p. 60)。

Note
このチュートリアルのいくつかのステップは、次のようなサービスを構成するのに役立ちま
す。AWS Organizationsと IAM アイデンティティセンター。これらの設定をすでに実行している
場合、またはコードのみに関心がある場合は、のコードの例 (p. 66)。

前提条件
• まだ行っていない場合は、開発環境を設定します。詳細については、次のようなセクションを参照して
ください。ツールチェーンをインストールして設定する (p. 15)そしてプロジェクトをセットアップす
る (p. 17)。
• 少なくとも 1 つの ID または作成AWS アカウントSSO のテストに使用できます。このチュートリアルで
は、これはテストAWS アカウントまたは単にテストアカウント。
• 特定のSSO ユーザーSSOをテストできるのは誰ですか。これは、SSOとあなたが作成する基本的なアプ
リケーションを使用する人です。このチュートリアルでは、その人はあなた (開発者) か他の誰かかもし
れません。また、SSO ユーザーが開発環境にないコンピューターで作業する設定もお勧めします。ただ
し、これは必須ではありません。
• SSO ユーザーのコンピューターには、開発環境の設定に使用したものと互換性のある.NET フレーム
ワークがインストールされている必要があります。
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• 必ずAWS CLIバージョン 2 はインストール済みSSO ユーザーのコンピュータで。これを確認するには、
次のコマンドを実行します。aws --versionコマンドプロントまたはターミナルで圧縮アルゴリズム
を

AWS をセットアップする
このセクションでは、さまざまな設定方法を示しますAWSこのチュートリアルのサービス。
この設定を行うには、まずテストにサインインしますAWS アカウント管理者として。次に、以下の操作を
実行します。

Amazon S3
に移動します。Amazon S3 コンソールそして、無害なバケツをいくつか追加してください。このチュート
リアルの後半で、SSO ユーザーはこれらのバケットのリストを取得します。

AWS IAM
に移動します。IAM コンソールそして、いくつかの IAM ユーザーを追加します。IAM ユーザーにアクセス
権限を付与する場合は、アクセス権限をいくつかの無害な読み取り専用アクセス権限に制限します。この
チュートリアルの後半で、SSO ユーザーはこれらの IAM ユーザーのリストを取得します。

AWS Organizations
に移動します。AWS Organizationsコンソール[Organizations] を有効にします。詳細については、「AWS
Organizations ユーザーガイド」で「組織を作成する」を参照してください。
このアクションはテストを追加しますAWS アカウントとして組織に管理アカウント。追加のテストアカウ
ントがある場合は、そのアカウントを組織に招待できますが、このチュートリアルではそうする必要はあ
りません。

IAM ID センター
に移動します。IAM アイデンティティセンターコンソールSSO を有効にします。必要に応じて E メール
検証を実行します。詳細については、次を参照してください。IAM アイデンティティセンターを有効にす
るのIAM アイデンティティセンターユーザーガイド。
次に、以下の設定を実行します。

IAM アイデンティティセンターを設定する
1.

に移動します。設定ページで. 「」を参照「ユーザーポータル URL」そして、後で使用するために値
を記録しますsso_start_url設定設定。

2.

のバナーにAWS Management Console圧縮アルゴリズムをAWS リージョンSSOを有効にしたときに
設定されました。これは、の左側にあるドロップダウンメニューです。AWS アカウントID。地域コー
ドを記録して、後で使用するためにsso_region設定設定。このコードは次のようになりますuseast-1。
以下のように SSO ユーザーを作成します。

3.

a.
b.
c.
4.

に移動します。Usersページで.
選択ユーザーの追加そして、ユーザーのユーザーネーム,Eメールアドレス,名, および姓。続い
て、[Next (次へ)] を選択します。
選択次グループのページで、情報を確認し、ユーザーの追加。

次のようにグループを作成します。
a.
b.

に移動します。Groupsページで.
選択グループを作成するそしてグループのグループ名そして説明。
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c.
5.

左グループにユーザーを追加セクションで、前の手順で作成したテスト SSO ユーザーを選択し
ます。次に、グループを作成します。

アクセス権限セットを作成します。
a.

に移動します。アクセス権限セットページを開き、アクセス権限セットを作成します。。

b.
c.

Selectカスタムアクセス権限セットを作成そして選ぶ次へ: [詳細]。

d.

Selectカスタムアクセス権限ポリシーを作成します。次に、以下のポリシーを入力します。

このチュートリアルでは、次のように入力します。SSOReadOnlyRole向けの[Name] (名前)[] と
入力します。説明。

{

}

e.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

[Next: (次へ:)] を選択します タグ,次へ: 確認, および作成。

f.
6.
7.
8.
9.

後で使用できるようにアクセス許可セットの名前sso_role_name設定設定。
に移動します。AWSアカウントページを開き、AWS以前に組織に追加したアカウント。
左概要そのページのセクションで、アカウント ID圧縮アルゴリズムをsso_account_id設定設定。
[ユーザーとグループ[] タブを選択してから、ユーザーまたはグループを割り当てます。
リポジトリの []ユーザーとグループを割り当てます[] ページで、Groupsタブで、前の手順で作成した
グループを選択し、次。

10. 前の手順で作成したアクセス許可セットを選択し、次圧縮アルゴリズムをSUB。設定にはしばらく時
間がかかります。

サンプルアプリケーションの作成
次のアプリケーションを作成します。これらは SSO ユーザーのコンピューターで実行されます。

Amazon S3 バケットを一覧表示
Include NuGet パッケージAWSSDK.SSOそしてAWSSDK.SSOOIDC圧縮アルゴリズムをAWSSDK.S3そし
てAWSSDK.SecurityToken。
using System;
using System.Threading.Tasks;
// NuGet packages: AWSSDK.S3, AWSSDK.SecurityToken, AWSSDK.SSO, AWSSDK.SSOOIDC
using Amazon.Runtime;
using Amazon.Runtime.CredentialManagement;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
namespace SSOExample.S3.CLI_login
{
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class Program
{
// Requirements:
// - An SSO profile in the SSO user's shared config file.
// - An active SSO Token.
//
If an active SSO token isn't available, the SSO user should do the
following:
//
In a terminal, the SSO user must call "aws sso login --profile my-ssoprofile".
// Class members.
private static string profile = "my-sso-profile";
static async Task Main(string[] args)
{
// Get SSO credentials from the information in the shared config file.
var ssoCreds = LoadSsoCredentials(profile);
// Display the caller's identity.
var ssoProfileClient = new AmazonSecurityTokenServiceClient(ssoCreds);
Console.WriteLine($"\nSSO Profile:\n {await
ssoProfileClient.GetCallerIdentityArn()}");

}

}

// Display a list of the account's S3 buckets.
// The S3 client is created using the SSO credentials obtained earlier.
var s3Client = new AmazonS3Client(ssoCreds);
Console.WriteLine("\nGetting a list of your buckets...");
var listResponse = await s3Client.ListBucketsAsync();
Console.WriteLine($"Number of buckets: {listResponse.Buckets.Count}");
foreach (S3Bucket b in listResponse.Buckets)
{
Console.WriteLine(b.BucketName);
}
Console.WriteLine();

// Method to get SSO credentials from the information in the shared config file.
static AWSCredentials LoadSsoCredentials(string profile)
{
var chain = new CredentialProfileStoreChain();
if (!chain.TryGetAWSCredentials(profile, out var credentials))
throw new Exception($"Failed to find the {profile} profile");
return credentials;
}

// Class to read the caller's identity.
public static class Extensions
{
public static async Task<string> GetCallerIdentityArn(this
IAmazonSecurityTokenService stsClient)
{
var response = await stsClient.GetCallerIdentityAsync(new
GetCallerIdentityRequest());
return response.Arn;
}
}

}

IAM ユーザーのリストを取得する
Include NuGet パッケージAWSSDK.SSOそしてAWSSDK.SSOOIDC圧縮アルゴリズム
をAWSSDK.IdentityManagementそしてAWSSDK.SecurityToken。
using System;
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using System.Threading.Tasks;
// NuGet packages: AWSSDK.IdentityManagement, AWSSDK.SecurityToken, AWSSDK.SSO,
AWSSDK.SSOOIDC
using Amazon.Runtime;
using Amazon.Runtime.CredentialManagement;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
namespace SSOExample.IAM.CLI_login
{
class Program
{
// Requirements:
// - An SSO profile in the SSO user's shared config file.
// - An active SSO Token.
//
If an active SSO token isn't available, the SSO user should do the
following:
//
In a terminal, the SSO user must call "aws sso login --profile my-ssoprofile".
// Class members.
private static string profile = "my-sso-profile";
static async Task Main(string[] args)
{
// Get SSO credentials from the information in the shared config file.
var ssoCreds = LoadSsoCredentials(profile);
// Display the caller's identity.
var ssoProfileClient = new AmazonSecurityTokenServiceClient(ssoCreds);
Console.WriteLine($"\nSSO Profile:\n {await
ssoProfileClient.GetCallerIdentityArn()}");

}

}

// Display a list of the account's IAM users.
// The IAM client is created using the SSO credentials obtained earlier.
var iamClient = new AmazonIdentityManagementServiceClient(ssoCreds);
Console.WriteLine("\nGetting a list of IAM users...");
var listResponse = await iamClient.ListUsersAsync();
Console.WriteLine($"Number of IAM users: {listResponse.Users.Count}");
foreach (User u in listResponse.Users)
{
Console.WriteLine(u.UserName);
}
Console.WriteLine();

// Method to get SSO credentials from the information in the shared config file.
static AWSCredentials LoadSsoCredentials(string profile)
{
var chain = new CredentialProfileStoreChain();
if (!chain.TryGetAWSCredentials(profile, out var credentials))
throw new Exception($"Failed to find the {profile} profile");
return credentials;
}

// Class to read the caller's identity.
public static class Extensions
{
public static async Task<string> GetCallerIdentityArn(this
IAmazonSecurityTokenService stsClient)
{
var response = await stsClient.GetCallerIdentityAsync(new
GetCallerIdentityRequest());
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}

}

}

return response.Arn;

これらのアプリケーションは、Amazon S3 バケットと IAM ユーザーのリストを表示するだけでな
く、SSO 対応プロファイルのユーザーアイデンティティ ARN を表示します。my-sso-profileこの
チュートリアル

SSO ユーザーに指示する
SSO ユーザーに、メールを確認して SSO 招待を受け入れるように依頼します。パスワードを設定するよ
うに求められます。メッセージが SSO ユーザーの受信トレイに届くまでに数分かかる場合があります。
前の手順で作成したアプリケーションを SSO ユーザーに提供します。
次に、SSO ユーザーに次の操作を依頼します。
1.

共有が含まれているフォルダがAWS configファイルが存在しません。作成します。フォルダが存在
し、というサブフォルダがある場合.sso、そのサブフォルダを削除します。
通常、このフォルダの場所は%USERPROFILE%\.awsWindows および Windows および~/.awsLinux
および macOS の場合は

2.

共有の作成AWS configファイルを、必要に応じてそのフォルダに追加し、次のようにプロファイル
を追加します。
[default]
region = <default Region>
[profile my-sso-profile]
sso_start_url = <user portal URL recorded earlier>
sso_region = <Region code recorded earlier>
sso_account_id = <account ID recorded earlier>
sso_role_name = SSOReadOnlyRole

3.

Amazon S3 アプリケーションを実行します。実行時例外が表示されます。

4.

以下の AWS CLI コマンドを実行します。
aws sso login --profile my-sso-profile

5.

表示される Web サインインページで、サインインします。招待メッセージのユーザー名と、メッ
セージへの応答として作成されたパスワードを使用します。

6.

Amazon S3 アプリケーションを再実行します。これで、S3 バケットのリストが表示されます。

7.

IAM アプリケーションを実行します。アプリケーションに IAM ユーザーのリストが表示されます。こ
れは、2 回目のサインインが実行されなかった場合にも当てはまります。IAM アプリケーションは、
以前に作成された一時トークンを使用します。

クリーンアップ
このチュートリアルで作成したチュートリアルで作成したリソースを維持しない場合は、リソースを削除
します。これらは、AWS のリソースまたは開発環境内のリソース (ファイルやフォルダなど) である可能
性があります。
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.NET アプリケーションのみを使用する SSO のチュー
トリアル
このチュートリアルでは、基本アプリケーションとテスト SSO ユーザーに対して SSO を有効にする方
法を説明します。これは、一時的な SSO トークンをプログラムによって生成する代わりに、アプリケー
ションを構成します。を使用してAWS CLI (p. 64)。
このチュートリアルを開始する前に、を参照してください。背景情報 (p. 58)IAM アイデンティティセ
ンターをAWS SDK for .NET。というサブセクションのこのシナリオのハイレベルな説明も参照してくださ
い。.NET アプリケーションのみ (p. 61)。

Note
このチュートリアルのいくつかのステップは、次のようなサービスを構成するのに役立ちま
す。AWS Organizationsと IAM アイデンティティセンター。すでにその設定を行っている場合、
またはコードだけに関心がある場合は、のコードの例 (p. 72)。

前提条件
• まだの場合は、開発環境を設定します。詳細については、次のようなセクションを参照してくだ
さい。ツールチェーンをインストールして設定する (p. 15)そしてプロジェクトをセットアップす
る (p. 17)。
• 少なくとも 1 つの識別または作成AWS アカウントSSO のテストに使用できます。このチュートリアル
では、これはテストAWS アカウントまたは単にテストアカウント。
• を識別するSSO ユーザーSSOをテストできるのは誰ですか。これは、SSOとあなたが作成する基本的な
アプリケーションを使用する人です。このチュートリアルでは、その人はあなた (開発者) か他の誰かか
もしれません。また、SSO ユーザーが開発環境にないコンピューターで作業する設定もお勧めします。
ただし、これは必須ではありません。
• SSO ユーザーのコンピューターには、開発環境の設定に使用したものと互換性のある.NET フレーム
ワークがインストールされている必要があります。

AWS をセットアップする
このセクションでは、さまざまな設定方法を示しますAWSこのチュートリアルのサービス。
この設定を行うには、まずテストにサインインしますAWS アカウント管理者として] を選択します。次
に、以下の操作を実行します。

Amazon S3
に移動します。Amazon S3 コンソールそして、無害なバケツをいくつか追加してください。このチュート
リアルの後半で、SSO ユーザーはこれらのバケットのリストを取得します。

AWS IAM
に移動します。IAM コンソールそして、いくつかの IAM ユーザーを追加します。IAM ユーザーにアクセス
権限を付与する場合は、アクセス権限をいくつかの無害な読み取り専用アクセス権限に制限します。この
チュートリアルの後半で、SSO ユーザーはこれらの IAM ユーザーのリストを取得します。

AWS Organizations
に移動します。AWS Organizationsコンソール[Organizations] を有効にします。詳細については、「AWS
Organizations ユーザーガイド」で「組織を作成する」を参照してください。
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このアクションはテストを追加しますAWS アカウントとして組織に管理アカウント。追加のテストアカウ
ントがある場合は、そのアカウントを組織に招待できますが、このチュートリアルではそうする必要はあ
りません。

IAM ID センター
に移動します。IAM アイデンティティセンターコンソール[] (SSO) を選択します。必要に応じて E メール
検証を実行します。詳細については、次を参照してください。IAM アイデンティティセンターを有効にす
るのIAM アイデンティティセンターユーザーガイド。
次に、以下の設定を行います。

IAM アイデンティティセンターを設定する
1.

に移動します。設定ページで. の外観の更新「ユーザーポータル URL」そして、後で使用するために
値を記録しますsso_start_url設定設定。

2.

のバナーにAWS Management Console、[]AWS リージョンSSOを有効にしたときに設定されました。
これは、の左側にあるドロップダウンメニューです。AWS アカウントID。地域コードを記録して、後
で使用するためにsso_region設定設定。このコードは次のようになりますus-east-1。

3.

次のように SSO ユーザーを作成します。

4.

a.

に移動します。Usersページで.

b.

選択ユーザーの追加そして、ユーザーのユーザーネーム,Eメールアドレス,名, および姓。続い
て、[Next (次へ)] を選択します。

c. 選択次グループのページで、情報を確認し、ユーザーの追加。
次のようにグループを作成します。
a.
b.
c.

5.

に移動します。Groupsページで.
選択グループの作成そしてグループのグループ名そして説明。
左グループにユーザーを追加するセクションで、先ほど作成したテスト SSO ユーザーを選択し
ます。次に、groups] (ユーザーと)

アクセス権限セットを次のように作成します。
a.
b.

に移動します。アクセス権限セットページを開き、アクセス権限セットを作成する。
Selectカスタムアクセス権限セットを作成そして選ぶ次へ: [詳細]。

c.

このチュートリアルでは、」と入力します。SSOReadOnlyRole向けの[Name] (名前)[] に []説
明。
Selectカスタムアクセス権限ポリシーを作成するには[] に、[] と[]

d.

{

}

e.
f.
6.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

[Next: (次へ:)] を選択します タグ,次へ: 確認, および作成。
後で使用できるように、アクセス許可セットの名前をsso_role_name設定設定。

に移動します。AWSアカウントページを開き、AWS以前に組織に追加したアカウント。
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7.

左概要そのページのセクションで、アカウント ID後で使用するために記録しま
すsso_account_id設定設定。

8.

[ユーザーとグループ[] タブを選択してから、ユーザーまたはまたはを割り当てる。

9.

リポジトリの []ユーザーとgroups を割り当てる[] ページで、[]Groupsタブで、先ほど作成したグルー
プを選択し、先ほど作成したグループを選択し、次。

10. 先ほど作成したアクセス許可セットを選択し、次[] の順に選択します。Sub。設定にはしばらく時間
がかかります。

サンプルアプリケーションの作成
次のアプリケーションを作成します。これらは SSO ユーザーのコンピューターで実行されます。

Amazon S3 バケットを一覧表示
Include NuGet パッケージAWSSDK.SSOそしてAWSSDK.SSOOIDCに加えて、AWSSDK.S3そし
てAWSSDK.SecurityToken。
using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.Diagnostics;
// NuGet packages: AWSSDK.S3, AWSSDK.SecurityToken, AWSSDK.SSO, AWSSDK.SSOOIDC
using Amazon.Runtime;
using Amazon.Runtime.CredentialManagement;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
namespace SSOExample.S3.Programmatic_login
{
class Program
{
// Requirements:
// - An SSO profile in the SSO user's shared config file.
// Class members.
private static string profile = "my-sso-profile";
static async Task Main(string[] args)
{
// Get SSO credentials from the information in the shared config file.
var ssoCreds = LoadSsoCredentials(profile);
// Display the caller's identity.
var ssoProfileClient = new AmazonSecurityTokenServiceClient(ssoCreds);
Console.WriteLine($"\nSSO Profile:\n {await
ssoProfileClient.GetCallerIdentityArn()}");
// Display a list of the account's S3 buckets.
// The S3 client is created using the SSO credentials obtained earlier.
var s3Client = new AmazonS3Client(ssoCreds);
Console.WriteLine("\nGetting a list of your buckets...");
var listResponse = await s3Client.ListBucketsAsync();
Console.WriteLine($"Number of buckets: {listResponse.Buckets.Count}");
foreach (S3Bucket b in listResponse.Buckets)
{
Console.WriteLine(b.BucketName);
}
Console.WriteLine();
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}
// Method to get SSO credentials from the information in the shared config file.
static AWSCredentials LoadSsoCredentials(string profile)
{
var chain = new CredentialProfileStoreChain();
if (!chain.TryGetAWSCredentials(profile, out var credentials))
throw new Exception($"Failed to find the {profile} profile");
var ssoCredentials = credentials as SSOAWSCredentials;
ssoCredentials.Options.ClientName = "Example-SSO-App";
ssoCredentials.Options.SsoVerificationCallback = args =>
{
// Launch a browser window that prompts the SSO user to complete an SSO

login.

//

SSO token.
Linux. If not,

};
}

This method is only invoked if the session doesn't already have a valid

// NOTE: Process.Start might not support launching a browser on macOS or
//
use an appropriate mechanism on those systems instead.
Process.Start(new ProcessStartInfo
{
FileName = args.VerificationUriComplete,
UseShellExecute = true
});

return ssoCredentials;

}
// Class to read the caller's identity.
public static class Extensions
{
public static async Task<string> GetCallerIdentityArn(this
IAmazonSecurityTokenService stsClient)
{
var response = await stsClient.GetCallerIdentityAsync(new
GetCallerIdentityRequest());
return response.Arn;
}
}

}

IAM ユーザーのリストを取得する
Include NuGet パッケージAWSSDK.SSOそしてAWSSDK.SSOOIDCに加え
て、AWSSDK.IdentityManagementそしてAWSSDK.SecurityToken。
using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.Diagnostics;
// NuGet packages: AWSSDK.IdentityManagement, AWSSDK.SecurityToken, AWSSDK.SSO,
AWSSDK.SSOOIDC
using Amazon.Runtime;
using Amazon.Runtime.CredentialManagement;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
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namespace SSOExample.IAM.Programmatic_login
{
class Program
{
// Requirements:
// - An SSO profile in the SSO user's shared config file.
// Class members.
private static string profile = "my-sso-profile";
static async Task Main(string[] args)
{
// Get SSO credentials from the information in the shared config file.
var ssoCreds = LoadSsoCredentials(profile);
// Display the caller's identity.
var ssoProfileClient = new AmazonSecurityTokenServiceClient(ssoCreds);
Console.WriteLine($"\nSSO Profile:\n {await
ssoProfileClient.GetCallerIdentityArn()}");

}

// Display a list of the account's IAM users.
// The IAM client is created using the SSO credentials obtained earlier.
var iamClient = new AmazonIdentityManagementServiceClient(ssoCreds);
Console.WriteLine("\nGetting a list of IAM users...");
var listResponse = await iamClient.ListUsersAsync();
Console.WriteLine($"Number of IAM users: {listResponse.Users.Count}");
foreach (User u in listResponse.Users)
{
Console.WriteLine(u.UserName);
}
Console.WriteLine();

// Method to get SSO credentials from the information in the shared config file.
static AWSCredentials LoadSsoCredentials(string profile)
{
var chain = new CredentialProfileStoreChain();
if (!chain.TryGetAWSCredentials(profile, out var credentials))
throw new Exception($"Failed to find the {profile} profile");
var ssoCredentials = credentials as SSOAWSCredentials;
ssoCredentials.Options.ClientName = "Example-SSO-App";
ssoCredentials.Options.SsoVerificationCallback = args =>
{
// Launch a browser window that prompts the SSO user to complete an SSO

login.

//

SSO token.
Linux. If not,

};
}

This method is only invoked if the session doesn't already have a valid

// NOTE: Process.Start might not support launching a browser on macOS or
//
use an appropriate mechanism on those systems instead.
Process.Start(new ProcessStartInfo
{
FileName = args.VerificationUriComplete,
UseShellExecute = true
});

return ssoCredentials;

}
// Class to read the caller's identity.
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public static class Extensions
{
public static async Task<string> GetCallerIdentityArn(this
IAmazonSecurityTokenService stsClient)
{
var response = await stsClient.GetCallerIdentityAsync(new
GetCallerIdentityRequest());
return response.Arn;
}
}

}

これらのアプリケーションは、Amazon S3 バケットと IAM ユーザーのリストを表示するだけでな
く、SSO 対応プロファイルのユーザーアイデンティティ ARN を表示します。my-sso-profileこの
チュートリアルでは、を使用します。
これらのアプリケーションは、にコールバックメソッドを提供することによって SSO サインインタスク
を実行します。オプションのプロパティSSOAWSCredentialsオブジェクト。

SSO ユーザーに指示する
SSO ユーザーに、メールを確認して SSO 招待を受け入れるように依頼します。パスワードを設定するよ
うに求められます。メッセージが SSO ユーザーの受信トレイに届くまでに数分かかる場合があります。
SSO ユーザーに、先ほど作成したアプリケーションを削除します。
次に、SSO ユーザーに次の操作を依頼します。
1.

共有ファイルをが含まれているフォルダがAWS configファイルが存在しません。フォルダが存在
し、というサブフォルダがある場合.ssoで、そのサブフォルダを削除します。
通常、このフォルダの場所は%USERPROFILE%\.awsWindows および~/.awsLinux および macOS

2.

共有の作成AWS configファイルを、必要に応じてそのフォルダに追加し、次のようにプロファイル
を追加します。
[default]
region = <default Region>
[profile my-sso-profile]
sso_start_url = <user portal URL recorded earlier>
sso_region = <Region code recorded earlier>
sso_account_id = <account ID recorded earlier>
sso_role_name = SSOReadOnlyRole

3.

Amazon S3 アプリケーションを実行します。

4.

表示される Web サインインページで、サインインします。招待メッセージのユーザー名と、メッ
セージへの応答として作成されたパスワードを使用します。

5.
6.

サインインが完了すると、アプリケーションは S3 バケットのリストを表示します。
IAM アプリケーションを実行します。アプリケーションに IAM ユーザーのリストが表示されます。こ
れは、2 回目のサインインが実行されなかった場合にも当てはまります。IAM アプリケーションは、
以前に作成された一時トークンを使用します。

クリーンアップ
このチュートリアルで作成したチュートリアルで作成したリソースを削除します。これらは、AWS のリ
ソースまたは開発環境内のリソース (ファイルやフォルダなど) である可能性があります。
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にアプリケーションをデプロイする
AWS
開発マシン上でクラウドネイティブな .NET Core アプリケーションまたはサービスを開発したら、次の場
所にデプロイすることになります。AWS。これを行うには、AWS Management Consoleまたは次のような
特定のサービスAWS CloudFormationまたはAWS Cloud Development Kit (AWS CDK)。また、AWS導入を
目的として作成されたツール。これらのツールを使用すると、次のことを実行できます。

.NET CLI からのデプロイ
以下を使用できます。AWS.NET CLI でアプリケーションをデプロイするためのツールAWS:
• AWS.NET CLI 用デプロイツール-への導入をサポートAWS App Runner,Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS), およびAWS Elastic Beanstalk。
• AWS Lambda.NET CLI 用ツール-の導入をサポートAWS Lambdaプロジェクト。

IDE ツールキットからデプロイ
以下を使用できますAWS任意の IDE からアプリケーションを直接デプロイするためのツールキット:
• AWS Toolkit for Visual Studio

Note
「への発行AWSツールキットの「機能」は、AWS.NET CLI 用のデプロイツール。詳細につい
ては、「」を参照してください。への発行AWSのAWS Toolkit for Visual Studioユーザーガイ
ド。
• AWS Toolkit for JetBrains
「」を参照してください。の操作AWSサーバーレスアプリケーションそしての操作AWS App Runner。
• AWS Toolkit for VS Code
「」を参照してください。サーバーレスアプリケーションの使用そしてを使用するAWS App Runner。
• AWS Toolkit for Azure DevOps

ユースケース
次のセクションでは、特定の種類のアプリケーションのユースケースシナリオと、.NET CLI を使用してそ
れらのアプリケーションを展開する方法について説明します。
• ASP.NET C (p. 77)
• .NET コンソールアプリケーション (p. 77)
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• Blazor WebAssembly アプリ (p. 78)
• AWS Lambda プロジェクト (p. 78)

ASP.NET C
-AWSデプロイツールfor .NET CLI は、ASP.NET アプリケーションのデプロイを支援し、デプロイプロセ
スをガイドします。これは、.NET CLI用の対話型ツールであり、.NETアプリケーションを最小限でデプロ
イするのに役立ちますAWS知識。
デプロイツールには、次の機能が用意されています。
• アプリケーションの推奨を計算する-コンピューティングの推奨事項を入手して、どれを学習するか
AWScompute はアプリケーションに最適です。
• Dockerfile 生成-このツールは、必要に応じて Dockerfile を生成するか、既存の Dockerfile を使用しま
す。
• 自動パッケージングと展開— このツールは、デプロイアーティファクトを構築し、生成されたAWS
CDKデプロイメントプロジェクト、およびアプリケーションを選択した場所にデプロイしますAWS計算
する。
• 繰り返し可能で共有可能な展開— 生成および変更できるAWS CDKデプロイプロジェクトはお客様固有
のユースケースに合わせて調整が行えます。また、プロジェクトをバージョン管理し、チームと共有し
て繰り返しデプロイすることもできます。
• 学習を手伝ってAWS CDK.NET-このツールは、基礎となるものを徐々に学ぶのに役立ちますAWSそれが
構築されているツール、例えばAWS CDK。
-AWSデプロイツールASP.NET Core アプリケーションのデプロイをサポートしていますAWSサービス:
• Amazon ECS サービスを使用しますAWS Fargate-Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) へ
のウェブアプリケーションのデプロイをサポートし、AWS Fargateサーバーレスコンピューティングエ
ンジン。
• AWS App Runner-開発者は簡単に API のコンテナ化が行えます。インフラストラクチャの経験は必要あ
りません。
• AWS Elastic Beanstalk-サービスへのデプロイをサポートすれば、開発者は簡単に Web アプリケーショ
ンと API のデプロイが行えます。インフラストラクチャの経験は必要ありません。
詳細については、次を参照してください。ツールの概要。そこから始めるには、ドキュメント,開始方法を
選択し、インストール方法インストール手順については、を参照してください。

.NET コンソールアプリケーション
-AWSデプロイツールfor. NET CLIは、.NETコンソールアプリケーションをサービスとして、またはスケ
ジュールされたタスクをLinux上のコンテナイメージとしてデプロイするのに役立ち、デプロイプロセスを
ガイドします。アプリケーションに Dockerfile がない場合、ツールによって自動的に生成されます。それ
以外の場合は、既存の Dockerfile が使用されます。
デプロイツールは以下の機能を提供します。
• アプリケーションのための推奨を計算する-コンピューティングの推奨事項を入手して、どれを学習する
かAWScomputeはアプリケーションに最適です。
• Dockerfile 生成-このツールは、必要に応じて Dockerfile を生成するか、既存の Dockerfile を使用しま
す。
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• 自動パッケージングと展開— このツールは、デプロイアーティファクトを構築し、生成されたAWS
CDKデプロイメントプロジェクト、およびアプリケーションを選択した場所にデプロイしますAWSコン
ピューティングします。
• 繰り返し可能で共有可能な展開— 生成および変更できるAWS CDKお客様固有のユースケースに合わせ
てプロジェクトを展開します。また、プロジェクトをバージョン管理し、チームと共有して繰り返しデ
プロイすることもできます。
• 学習を手伝ってAWS CDK.NET 用-このツールは、基礎となるものを徐々に学ぶのに役立ちますAWSそ
れが構築されているツール、AWS CDK。
-AWSデプロイツールは、.NET Console アプリケーションを次の場所に配備できますAWSサービス:
• Amazon ECS サービスを使用しますAWS Fargate-によって管理される計算能力を備えた、Amazon
Elastic Container Service（Amazon ECS）へのサービスとしての.NETアプリケーション（たとえば、
バックグラウンドプロセッサ）のデプロイをサポートしますAWS Fargateサーバーレスコンピュートエ
ンジン。
• Amazon ECS のスケジュールされたタスクを使用しますAWS Fargate-.NET アプリケーションの展開を
スケジュールされたタスクとしてサポートします (たとえば、 end-of-day プロセス) を Amazon ECS に
送信し、コンピューティングパワーを以下によって管理しますAWS Fargateサーバーレスコンピュート
エンジン。
詳細については、を参照してください。ツールの概要。そこから始めるには、ドキュメント,開始方法を選
択し、インストール方法のインストール手順を参照してください。

Blazor WebAssembly アプリ
-AWSデプロイツール.NET CLI は、Blazor のホストに役立ちます WebAssembly Amazon S3 でのアプリ
ケーション、Amazon の使用 CloudFront コンテンツネットワーク配信用。アプリはウェブホスティング
用の S3 バケットにデプロイされます。このツールは S3 バケットを作成して設定し、Blazor アプリケー
ションをバケットにアップロードします。
デプロイツールには、次の機能が用意されています。
• 自動パッケージングと展開— このツールは、デプロイアーティファクトを構築し、生成されたAWS
CDKデプロイメントプロジェクト、およびアプリケーションを選択した場所にデプロイしますAWSコン
ピューティングします。
• 繰り返し可能で共有可能な展開— 生成および変更できるAWS CDKデプロイプロジェクトは、お客様固
有のユースケースに合わせて用意されています。また、プロジェクトをバージョン管理し、チームと共
有して繰り返しデプロイすることもできます。
• 学習を手伝ってAWS CDK.NET-このツールは、基礎となるものを徐々に学ぶのに役立ちますAWSそれが
構築されているツール、AWS CDK。
詳細については、次を参照してください。ツールの概要。そこから始めるには、ドキュメント,開始方法を
選択し、インストール方法インストール手順については。

AWS Lambda プロジェクト
AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理せずにコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。可用性の高いコンピューティングインフラストラクチャでコードを実行
し、コンピューティングリソースの管理をすべて担当します。Lambda の詳細については、AWS Lambda
デベロッパーガイドの「AWS Lambda とは」を参照してください。
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.NET コマンドラインインターフェース (CLI) を使用して Lambda 関数をデプロイできます。
トピック
• 前提条件 (p. 79)
• 使用できる Lambda コマンド (p. 79)
• デプロイする手順 (p. 79)

前提条件
.NET CLI を使用して Lambda 関数をデプロイする前に、次の前提条件を満たす必要があります。
• .NET CLI がインストールされていることを確認。例: dotnet --version。 必要な場合は、https://
dotnet.microsoft.com/downloadをクリックしてインストールします。
• .NET CLI をセットアップして Lambda を操作します。その方法については、を参照してくださ
い。.NET Core CLIのAWS Lambdaデベロッパーガイド。その手順では、デプロイメントコマンドを以
下に示します。
dotnet lambda deploy-function MyFunction --function-role role

この演習で IAM ロールを作成する方法が判らない場合は、--function-role roleパート。このツー
ルは、新しいロールを作成するのに役立ちます。

使用できる Lambda コマンド
.NET CLI を介して使用できる Lambda コマンドを一覧表示するには、コマンドプロンプトまたはターミナ
ルを開いてdotnet lambda --help。コマンド出力は以下のようになります。
Amazon Lambda Tools for .NET applications
Project Home: https://github.com/aws/aws-extensions-for-dotnet-cli, https://github.com/aws/
aws-lambda-dotnet
Commands to deploy and manage AWS Lambda functions:
deploy-function
...
(etc.)

Command to deploy the project to AWS Lambda

To get help on individual commands execute:
dotnet lambda help <command>

出力には、現在使用可能なすべてのコマンドが一覧表示されます。

デプロイする手順
次の手順は、「」を作成したことを前提としています。AWS Lambda.NET プロジェクト。この手順で
は、プロジェクトの名前はDotNetCoreLambdaTest。
1. コマンドプロンプトまたはターミナルを開いて、.NET Lambda プロジェクトファイルを含むフォルダ
に移動します。
2. dotnet lambda deploy-function と入力します。
3. プロンプトされたら、AWSリージョン (Lambda 関数のデプロイ先になるリージョン)。
4. プロンプトされたら、デプロイする関数の名前を入力します。DotNetCoreLambdaTest。これにはす
でに存在する関数の名前を使用できますAWS アカウントまたはまだそこに配備されていないもの。
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5. プロンプトがされたら、関数が実行されるときに Lambda が継承する IAM ロールを選択または作成し
ます。
正常に完了すると、新しい Lambda 関数が作成されましたが表示されます。
Executing publish command
...
(etc.)
New Lambda function created

アカウントにすでに存在する関数をデプロイする場合は、デプロイ機能はAWSリージョン (任意) この場
合、コマンド出力はで終わりますUpdating code for existing function。
デプロイされた Lambda 関数は、すぐに使用できる状態になっています。詳細については、「AWS
Lambda の使用例」を参照してください。
Lambda は、ユーザーの代わりに自動的に Lambda 関数をモニタリングし、Amazon を通じてメトリクス
を報告 CloudWatch。Lambda 関数のモニタリングおよびトラブルシューティングについては、「」を参
照してください。Lambda アプリケーションのモニタリングとトラブルシューティング。
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のプロジェクトを移行するAWS SDK
for .NET
このセクションでは、ユーザーに適用される可能性のある移行タスクと、それらのタスクの実行方法につ
いて説明します。
トピック
• AWS SDK for .NET の最新情報 (p. 81)
• AWS SDK for .NET でサポートされているプラットフォーム (p. 81)
• バージョン 3 の AWS SDK for .NET への移行 (p. 82)
• バージョン 3.5 の AWS SDK for .NET への移行 (p. 84)
• バージョン 3.7 のに移行します。AWS SDK for .NET (p. 86)
• .NET Standard 1.3 からの移行 (p. 86)

AWS SDK for .NET の最新情報
次の製品ページを参照してくださいhttps://aws.amazon.com/sdk-for-net/に関連する新しい開発の詳細につ
いては、AWS SDK for .NET。
AWS SDK for .NET の最新情報は次のとおりです。
2022-07-13 -AWSデプロイツールが解放されました
-AWSデプロイツールが解放されました。このツールは、.NET CLI とAWS Toolkit for Visual Studio.NET ア
プリケーションを最小限で配備するのに役立ちますAWS知識を習得し、クリックやコマンドを最小限にと
どめます。詳細については、「にアプリケーションをデプロイするAWS (p. 76)」を参照してください。
2020-08-24 SDK のバージョン 3.5 がリリースされました
• SDK のすべての非 Framework バリエーションに対するサポートを .NET Standard 2.0 に移行する
ことで、.NET エクスペリエンスの標準化を進めました。詳細については、「バージョン 3.5 への移
行 (p. 84)」を参照してください。
• 多くのサービスクライアントにページネーターが追加され、API の結果のページ分割がより便利になり
ました。詳細については、ページネーター (p. 53)を参照してください。

AWS SDK for .NET でサポートされているプラット
フォーム
AWS SDK for .NET には、さまざまなプラットフォームを対象とする開発者向けに、異なるアセンブリの
グループが用意されています。ただし、SDK のすべての機能がそれぞれのプラットフォームで同一という
わけではありません。このトピックでは、各プラットフォームでのサポートに違いについて説明します。

.NET Core
-AWS SDK for .NETは、.NET Core 3.1、.NET 5、.NET 6 など) の環境で作成されたアプリケーションをサ
ポートしています。AWSサービスクライアントは、NET Core の非同期の呼び出しパターンのみをサポー
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トしています。これは、Amazon S3 ののようなサービスクライアントの環境で構築された高レベルの抽象
化の多くにも影響します。TransferUtilityこれは、.NET Core 環境での非同期呼び出しのみをサポー
トします。

.NET Standard 2.0
AWS SDK for .NET の非 Framework バリエーションは .NET Standard 2.0 に準拠しています。-AWS SDK
for .NETは、.NET Standard に対して記述されたアプリケーションに対して非同期メソッドのみを提供しま
す。

.NET Framework 4.5
このバージョンの AWS SDK for .NET は、.NET Framework 4.5 でコンパイルされ、.NET 4.0 ランタイ
ムで実行されます。AWS サービスクライアントは、同期または非同期の呼び出しパターンをサポート
し、C# 5.0 で導入された async および await キーワードを使用します。

.NET Framework 3.5
このバージョンの AWS SDK for .NET は、.NET Framework 3.5 でコンパイルされ、.NET 2.0 または .NET
4.0 ランタイムで実行されます。AWS サービスクライアントは、同期または非同期の呼び出しパターンを
サポートし、従来の Begin および End パターンを使用します。

Note
AWS SDK for .NET は、CLR のバージョン 2.0 でビルドされたアプリケーションで使用する場合
には、連邦情報処理規格 (FIPS) に準拠していません。その環境で FIPS 準拠の実装を置き換える
方法の詳細については、を参照してください。CryptoConfigマイクロソフトのブログとclr セキュ
リティチームのHMACSHA256クラス (HmacSHA256CNG) はセキュリティー.cryptography.dllに
あります。

ポータブルクラスライブラリと Xamarin
AWS SDK for .NET には、ポータブルクラスライブラリの実装も含まれています。ポータブルクラスライ
ブラリの実装では、ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) や、Android と iOS の Xamarin な
ど、複数のプラットフォームを対象にすることができます。詳細については、Mobile SDK for .NET and
Xamarin を参照してください。AWS サービスクライアントは、非同期の呼び出しパターンのみをサポート
しています。

Unity のサポート
Unity のサポートについては、「Unity のサポートに関する特別な考慮事項 (p. 523)」を参照してくださ
い。

詳細情報
バージョン 3.5 の AWS SDK for .NET への移行 (p. 84)

バージョン 3 の AWS SDK for .NET への移行
このトピックでは、AWS SDK for .NET のバージョン 3 での変更点、およびこのバージョンの SDK への
コードの移行方法について説明します。
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AWS SDK for .NET のバージョンについて
当初、AWS SDK for .NET は 2009 年 11 月にリリースされ、.NET Framework 2.0 向けに設計されていま
した。このリリース以降、.NET は .NET Framework 4.0 および .NET Framework 4.5 で改善され、新しい
対象プラットフォームが追加されています。WinRTとWindows Phoneだな
AWS SDK for .NET バージョン 2 では、.NET プラットフォームの新機能を利用するように更新さ
れ、WinRT と Windows Phone も対象プラットフォームとして追加されました。
AWS SDK for .NET バージョン 3 ではアセンブリがモジュール化されました。

SDK のアーキテクチャの再設計
バージョン 3 の AWS SDK for .NET 全体がモジュラー式に再設計されています。1 つの大きなアセンブリ
としてではなく、各サービスが個別のアセンブリとして実装されます。AWS SDK for .NET 全体をアプリ
ケーションに追加する必要はなくなりました。アセンブリだけを追加できます。AWSアプリケーションが
使用するサービス。

破壊的変更
以下のセクションでは、バージョン 3 の AWS SDK for .NET への変更点について説明します。

AWSClientFactory の削除
Amazon.AWSClientFactory クラスは削除されました。現在、サービスクライアントを作成するには、
サービスクライアントのコンストラクタを使用します。たとえば、AmazonEC2Client を作成するには:
var ec2Client = new Amazon.EC2.AmazonEC2Client();

Amazon.Runtime.AssumeRoleAWSCredentials の削除
Amazon.Runtime.AssumeRoleAWSCredentials クラスは、コア名前空間内にありながら AWS
Security Token Service に依存していたこと、および長い間 SDK で使用されていなかったことから、削除
されました。代わりに、Amazon.SecurityToken.AssumeRoleAWSCredentials クラスを使用してく
ださい。

S3Link からの SetACL メソッドの削除
-S3Linkクラスはに含まれていますAmazon.DynamoDBv2パッケージとは DynamoDB 項目内の参照で
あるオブジェクトを Amazon S3 に保存するために使用されています。これは便利な機能ですが、コンパ
イル依存関係を作成するのは望ましくありませんでした。Amazon.S3DynamoDB 用のパッケージです。
結果として、S3Link クラスで公開されている Amazon.S3 メソッドを簡素化し、SetACL メソッドを
MakeS3ObjectPublic メソッドに置き換えました。オブジェクトでアクセスコントロールリスト (ACL)
を細かく制御する場合は、Amazon.S3 パッケージを使用します。

サポートされなくなった結果クラスの削除
AWS SDK for .NET のほとんどのサービスでは、操作は、リクエスト ID や結果オブジェクトなどの操作の
メタデータを含む応答オブジェクトを返します。応答クラスと結果クラスを分けておくと、冗長であり、
開発者は余分な入力が必要でした。AWS SDK for .NET のバージョン 2 では、結果クラスのすべての情報
をレスポンスクラス内に移しました。また、結果クラスをサポート対象外として、その使用を非推奨にし
ました。AWS SDK for .NET のバージョン 3 では、これらのサポートされなくなった結果クラスを削除し
て SDK のサイズを減らしました。
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AWSConfig セクションの変更
App.config または Web.config ファイルを使用して、AWS SDK for .NET の詳細設定を行うことがで
きます。これは、SDK アセンブリ名を参照する、次のような <aws> config セクションを通じて行いま
す。
<configuration>
<configSections>
<section name="aws" type="Amazon.AWSSection, AWSSDK"/>
</configSections>
<aws region="us-west-2">
<logging logTo="Log4Net"/>
</aws>
</configuration>

AWS SDK for .NET のバージョン 3 では、AWSSDK アセンブリは存在しなくなりました。共通コードは
AWSSDK.Core に格納しました。そのため、App.config ファイルまたは Web.config ファイルでの
AWSSDK アセンブリへの参照を、次のように AWSSDK.Core アセンブリを参照するように変更する必要が
あります。
<configuration>
<configSections>
<section name="aws" type="Amazon.AWSSection, AWSSDK.Core"/>
</configSections>
<aws region="us-west-2">
<logging logTo="Log4Net"/>
</aws>
</configuration>

また、Amazon.AWSConfigs クラスで構成設定を操作できます。バージョン 3 のではAWS SDK
for .NETDynamoDB の設定を、から DynamoDB の設定を移動しましたAmazon.AWSConfigsクラス
にAmazon.AWSConfigsDynamoDBクラス。

バージョン 3.5 の AWS SDK for .NET への移行
バージョン 3.5 の AWS SDK for .NET は、SDK のすべての非 Framework バリエーションに対するサポー
トを .NET Standard 2.0 に移行することで、.NET エクスペリエンスの標準化を進めます。環境とコード
ベースによっては、バージョン 3.5 の機能を利用するために、特定の移行作業が必要になる場合がありま
す。
このトピックでは、バージョン 3.5 の変更点と、環境やコードをバージョン 3 から移行するために必要な
作業について説明します。

バージョン 3.5 の変更点
AWS SDK for .NET バージョン 3.5 で変更された点と変更されていない点について以下に説明します。

.NET Framework と .NET Core
.NET Framework と .NET Core に対するサポートは変更されていません。

Xamarin
Xamarin プロジェクト (新規および既存) は、.NET Standard 2.0 を対象とする必要があります。
「Xamarin.Forms での .NET Standard 2.0 のサポート」および「.NET 実装サポート」を参照してくださ
い。
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Unity
Unity アプリは、Unity 2018.1 以降を使用する .NET Standard 2.0 または .NET 4.x プロファイルを対象と
する必要があります。詳細については、「.NET profile suppot」を参照してください。さらに、IL2CPP を
使用してビルドする場合は、link.xml ファイルを追加してコードストリッピングを無効にする必要がありま
す。詳細については、「Referencing the AWS SDK for .NET Standard 2.0 from Unity, Xamarin, or UWP」
を参照してください。推奨されているコードベースのいずれかにコードを移植すると、SDK が提供するす
べてのサービスに Unity アプリからアクセスできます。
Unity は .NET Standard 2.0 をサポートしています。AWSSDK.CoreSDK バージョン 3.5 の Unity 固有の
コードが除外されました。一部の上位レベルの機能も除外されました。より良い移行を提供するために、
すべてのレガシーUnity コードは、参照できます。aws/aws-sdk-unity-net GitHub repository. Unity での
AWS の使用に関連する機能が不足している場合は、https://github.com/aws/dotnet/issues で機能のリクエ
ストを申請できます。
また、「Unity のサポートに関する特別な考慮事項 (p. 523)」も参照してください。

ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP)
UWP アプリケーションの対象はバージョン 16299 以降 (2017 年 10 月リリースの Fall Creators Update、
バージョン 1709) とします。

Windows Phone と Silverlight
これらのプラットフォームは、Microsoft で現在開発されていないため、バージョン 3.5 の AWS SDK
for .NET ではサポートされません。詳細については、次を参照してください。
• Windows 10 Mobile のサポート終了
• Silverlight のサポート終了

レガシーポータブルクラスライブラリ (プロファイルベースの
PCL)
ライブラリを .NET Standard に再ターゲットすることを検討します。詳細については、「ポータブルクラ
スライブラリとの比較」を参照してください。

Amazon Cognito Sync マネージャーと Amazon Mobile Analytics
マネージャー
Amazon Cognito Sync と Amazon Mobile Analytics の使用を容易にする高レベルの抽象化は、バージョン
3.5 の AWS SDK for .NET から削除されています。Amazon Cognito Sync の代わりに AWS AppSync の使
用が推奨されます。Amazon Mobile Analytics の 代わりに Amazon Pinpoint の使用が推奨されています。
上位レベルのライブラリコードの欠如によって上位レベルのライブラリコードの欠如によっても影響
を受ける場合は、上位レベルのライブラリコードの欠如によってAWS AppSyncと Amazon Pinpoint で
は、次のいずれかまたは両方で報告できます。 GitHub 問題点:https://github.com/aws/dotnet/issues/20)そ
してhttps://github.com/aws/dotnet/issues/19)。Amazon Cognito Sync マネージャーと Amazon Mobile
Analytics マネージャーと Amazon Mobile Analytics マネージャーは、Amazon Cogn GitHub リポジト
リ:aws/amazon-cognito-sync-manager-netそしてaws/aws-mobile-analytics-manager-net。

同期コードの移行
バージョン 3.5 のAWS SDK for .NET.NET フレームワークと .NET 標準の両方をサポートしています
(.NET コア 3.1、.NET 5 などの.NET Core バージョンを介して)。.NET 標準に準拠する SDK のバリエー
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ションでは非同期メソッドしか提供されないため、.NET Standard を利用するには、非同期で実行される
ように同期コードを変更する必要があります。
次のコードスニペットは、同期コードを非同期コードに変更する方法を示しています。これらのスニペッ
トのコードでは、Amazon S3 バケットの数を表示します。
元のコードは、次のようになります。ListBuckets。
private static ListBucketsResponse MyListBuckets()
{
var s3Client = new AmazonS3Client();
var response = s3Client.ListBuckets();
return response;
}
// From the calling function
ListBucketsResponse response = MyListBuckets();
Console.WriteLine($"Number of buckets: {response.Buckets.Count}");

バージョン 3.5 の SDK を使用するには、SDK を使用するには、SDK を使用するに
は、ListBucketsAsync代わりに。
private static async Task<ListBucketsResponse> MyListBuckets()
{
var s3Client = new AmazonS3Client();
var response = await s3Client.ListBucketsAsync();
return response;
}
// From an **asynchronous** calling function
ListBucketsResponse response = await MyListBuckets();
Console.WriteLine($"Number of buckets: {response.Buckets.Count}");
// OR From a **synchronous** calling function
Task<ListBucketsResponse> response = MyListBuckets();
Console.WriteLine($"Number of buckets: {response.Result.Buckets.Count}");

バージョン 3.7 のに移行します。AWS SDK
for .NET
をバージョン 3.7 に更新するとAWS SDK for .NETは現在 .NET Standard 1.3 をサポートしていません。
.NET Standard 1.3 からの移行については、を参照してください。.NET Standard 1.3 からの移
行 (p. 86)。

.NET Standard 1.3 からの移行
2019 年 6 月 27 日に、Microsoft は .NET Core 1.0 および .NET Core 1.1 バージョンのサポートを終
了しました。この発表に続いて、AWSでの .NET Standard 1.3 のサポートを終了しましたAWS SDK
for .NET2020 年 12 月 31 日に
AWSサービスアップデートとセキュリティ修正の提供を続けAWS SDK for .NET2020 年 10 月 1 日ま
で .NET Standard 1.3 を対象としています。その日以降、.NET Standard 1.3 ターゲットはメンテナンス

86

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
.NET Standard 1.3 からの移行

モードになり、新しい更新はリリースされませんでした。AWS重要なバグ修正とセキュリティパッチのみ
を適用しました。
2020 年 12 月 31 日に、での .NET Standard 1.3 のサポートが終了しました。AWS SDK for .NET人生の終
わりを迎えた。この日以降、バグ修正やセキュリティパッチは適用されませんでした。構築したアーティ
ファクトは、NuGet で引き続きダウンロードできます。

必要な作業
• .NET Framework を使用してアプリケーションを実行している場合、これによる影響はありません。
• .NET Core 2.0 以降を使用してアプリケーションを実行している場合、これによる影響はありません。
• .NET Core 1.0 または .NET Core 1.1 を使用してアプリケーションを実行している場合は、Microsoft の
移行手順に従ってアプリケーションを新しいバージョンの .NET Core に移行してください。.NET Core
3.1 以降を推奨します。
• 現時点ではアップグレードできないビジネスクリティカルなアプリケーションを実行している場合
は、AWS SDK for .NET の現在のバージョンを引き続き使用できます。
ご質問やご不明な点がある場合は、AWS サポートにお問い合わせください。
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AWS SDK for .NET での AWS サービ
スの操作
次のセクションには、の使用方法を示す例、チュートリアル、タスク、およびガイドが含まれています
AWS SDK for .NETの操作AWSのサービス。
AWS SDK for .NET を初めて使用する場合は、まず クイックツアー (p. 5) トピックを確認する必要がある
かもしれません。SDK についてわかりやすく説明しています。
追加のコード例については、「」を参照してください。AWSコード例用ユーザーガイドとAWSLABS リポ
ジトリーオン GitHub。
開始する前に、環境がセットアップされている (p. 15)ことを必ず確認してください。また、「プロジェク
トをセットアップする (p. 17)」および「SDK 機能 (p. 50)」の情報を確認してください。
トピック
• のガイダンス付きのコード例AWS SDK for .NET (p. 88)
• のその他のコード例AWS SDK for .NET (p. 213)
• を使用するAWS Lambdaコンピュートサービス用 (p. 508)
• スタックとアプリケーションを使用するための AWS OpsWorks のプログラミング (p. 509)
• その他のSupportAWSサービスと設定 (p. 509)

のガイダンス付きのコード例AWS SDK for .NET
次のセクションにはコード例が含まれ、その例に関するガイダンスが提供されます。使用方法用ユーザー
用ユーザー用ユーザー用ユーザー用ユーザー用ユーザーAWS SDK for .NETの操作AWSのサービス。
AWS SDK for .NET を初めて使用する場合は、まず クイックツアー (p. 5) トピックを確認する必要がある
かもしれません。SDK についてわかりやすく説明しています。
開始する前に、環境がセットアップされている (p. 15)ことを必ず確認してください。また、「プロジェク
トをセットアップする (p. 17)」および「SDK 機能 (p. 50)」の情報を確認してください。
トピック
• AWS SDK for .NET を使用した AWS CloudFormation へのアクセス (p. 88)
• Amazon Cognito を使用したユーザー認証 (p. 90)
• Amazon DynamoDB NoSQL データベースの使用 (p. 96)
• Amazon EC2 の使用 (p. 116)
• AWS SDK for .NET を使用した AWS Identity and Access Management (IAM) へのアクセス (p. 158)
• Amazon Simple Storage Service インターネットストレージの使用 (p. 181)
• Amazon Simple Notification Service を使用したクラウドからの通知の送信 (p. 188)
• Amazon SQS を使用したメッセージング (p. 190)

AWS SDK for .NET を使用した AWS CloudFormation
へのアクセス
AWS SDK for .NET では、AWS インフラストラクチャのデプロイを想定した通りに繰り返し作成してプロ
ビジョニングする AWS CloudFormation をサポートしています。
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API
AWS SDK for .NET では、AWS CloudFormation クライアント向けの API が提供されています。API を通
じて、テンプレートやスタックなどの AWS CloudFormation 機能を使用できます。このセクションでは、
これらの API を操作する際に活用できるパターンを示すいくつかの例を紹介します。API の完全なセット
を表示するには、「」を参照してください。AWS SDK for .NETAPI リファレンス(そして「Amazon」まで
スクロールします。CloudFormation「)。
-AWS CloudFormationAPI はAWSSDK。CloudFormationパッケージパッケージパッケージ化

前提条件
開始する前に、環境がセットアップされている (p. 15)ことを必ず確認してください。また、「プロジェク
トをセットアップする (p. 17)」および「SDK 機能 (p. 50)」の情報を確認してください。

トピック
トピック
• AWS CloudFormation を使用した AWS リソースの一覧表示 (p. 89)

AWS CloudFormation を使用した AWS リソースの一覧表示
この例では、AWS SDK for .NET を使用して AWS CloudFormation スタックのリソースを一覧表示する方
法について説明します。この例では、低レベル API を使用します。アプリケーションは引数を取らず、
ユーザーの認証情報にアクセスできるすべてのスタックの情報を単に収集して、それらのスタックに関す
る情報を表示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDK.CloudFormation
プログラミング要素:
• 名前空間アマゾン。CloudFormation
クラスAmazonCloudFormationClient
• 名前空間アマゾン。CloudFormation.Model
クラスDescribeStackResourcesRequest
クラスDescribeStackResourcesResponse
クラスDescribeStacksResponse
クラス Stack
クラスStackResource
クラス Tag

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.CloudFormation;
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using Amazon.CloudFormation.Model;
namespace CFNListResources
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
// Create the CloudFormation client
var cfnClient = new AmazonCloudFormationClient();

}

// List the resources for each stack
await ListResources(cfnClient, await cfnClient.DescribeStacksAsync());

//
// Method to list stack resources and other information
private static async Task ListResources(
IAmazonCloudFormation cfnClient, DescribeStacksResponse responseDescribeStacks)
{
Console.WriteLine("Getting CloudFormation stack information...");
foreach (Stack stack in responseDescribeStacks.Stacks)
{
// Basic information for each stack
Console.WriteLine("\n------------------------------------------------");
Console.WriteLine($"\nStack: {stack.StackName}");
Console.WriteLine($" Status: {stack.StackStatus.Value}");
Console.WriteLine($" Created: {stack.CreationTime}");
// The tags of each stack (etc.)
if(stack.Tags.Count > 0)
{
Console.WriteLine(" Tags:");
foreach (Tag tag in stack.Tags)
Console.WriteLine($"
{tag.Key}, {tag.Value}");
}
// The resources of each stack
DescribeStackResourcesResponse responseDescribeResources =
await cfnClient.DescribeStackResourcesAsync(new DescribeStackResourcesRequest{
StackName = stack.StackName});
if(responseDescribeResources.StackResources.Count > 0)
{
Console.WriteLine(" Resources:");
foreach(StackResource resource in responseDescribeResources.StackResources)
Console.WriteLine($"
{resource.LogicalResourceId}:
{resource.ResourceStatus}");
}
}
Console.WriteLine("\n------------------------------------------------");
}
}

}

Amazon Cognito を使用したユーザー認証
Note
このトピックの情報は、.NET Framework およびバージョン 3.3 以前の AWS SDK for .NET に基
づくプロジェクトに固有のものです。
Amazon Cognito ID を使用すると、ユーザーに固有の ID を作成して認証を行い、Amazon S3 や Amazon
DynamoDB などの AWS リソースへの安全なアクセスを実現できます。Amazon Cognito ID では、公開 ID
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プロバイダー (Amazon、Facebook、Twitter/Digits、Google、あるいは OpenID Connect と互換性のある
プロバイダーなど) および未認証 ID がサポートされています。また Cognito では、デベロッパーが認証し
た ID もサポートされており、Amazon Cognito Sync を使用したユーザーデータの同期と AWS リソースへ
のアクセスを活用しながら、独自のバックエンド認証プロセスを通じてユーザー登録や認証ができます。
Amazon Cognito の詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドを参照してください。
以下のコード例では、Amazon Cognito ID を簡単に使用する方法を示しています。認証情報プロバイ
ダー (p. 91) の例では、ユーザー ID を作成して認証する方法を示しています。-CognitoAuthentication
拡張ライブラリ (p. 93)使用例はの使用方法を示しています CognitoAuthentication Amazon Cognito ユー
ザープールの認証を行う拡張ライブラリ。
トピック
• Amazon Cognito 認証情報プロバイダー (p. 91)
• アマゾン CognitoAuthentication 拡張ライブラリの例 (p. 93)

Amazon Cognito 認証情報プロバイダー
Note
このトピックの情報は、.NET Framework およびバージョン 3.3 以前の AWS SDK for .NET に基
づくプロジェクトに固有のものです。
Amazon.CognitoIdentity.CognitoAWSCredentials、で見つかりましたAWSSDK。CognitoIdentity
NuGetパッケージは、Amazon Cognito とAWS Security Token Service(AWS STS) を使用して、作成する
認証情報を取得するAWSを呼び出しますを呼び出します
CognitoAWSCredentials の設定での最初のステップは「ID プール」を作成することです。(アイデン
ティティプールとは、お客様のアカウントに固有のユーザー ID 情報のストアです。) 情報はクライアン
トプラットフォーム、デバイス、およびオペレーティングシステム間で取得可能です。これにより、ユー
ザーが電話でアプリの使用を開始して、後でタブレットに切り替えた場合でも、保持されたアプリ情報は
そのユーザーに対して引き続き利用可能になります。Amazon Cognito コンソールから新しい ID プールを
作成できます。コンソールを使用している場合は、必要なその他の情報も提供します。
• アカウント番号 - 123456789012 などの、アカウントに一意な 12 桁の数字。
• 認証されていないロール ARN - 認証されていないユーザーが引き受けるロール。たとえば、このロール
は、データへの読み取り専用アクセス許可を提供できます。
• 認証されたロール ARN - 認証されたユーザーが引き受けるロール。このロールは、データへのより広範
なアクセス許可を提供できます。

Cognito のセットアップAWSCredentials
次のコード例では、認証されていないユーザーとして Amazon S3 を呼び出すことを可能にする
CognitoAWSCredentials のセットアップ方法を示しています。これにより、ユーザーを認証するのに
必要な最小量のデータだけで呼び出すことができます。ユーザーアクセス許可はロールによって制御され
るため、必要に応じてアクセスを設定することもできます。
CognitoAWSCredentials
accountId,
identityPoolId,
unAuthRoleArn,
null,
region);
using (var s3Client =
{

credentials = new CognitoAWSCredentials(
// Account number
// Identity pool ID
// Role for unauthenticated users
// Role for authenticated users, not set
new AmazonS3Client(credentials))
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}

s3Client.ListBuckets();

認証されていないユーザーとして AWS を使用する
以下のコード例では、認証されていないユーザーとして AWS の使用を開始した後で Facebook を介して
認証を行い、Facebook の認証情報を使用するように認証情報を更新する方法を示しています。この方法
を使用すると、認証されたロールを通じて、認証されたユーザーにさまざまな機能を付与できるようにな
ります。たとえば、ユーザーが匿名でコンテンツを表示することを許可するものの、1 つ以上の設定済み
プロバイダーでログオンしている場合に投稿を許可する電話アプリケーションがあります。
CognitoAWSCredentials credentials = new CognitoAWSCredentials(
accountId, identityPoolId,
unAuthRoleArn,
// Role for unauthenticated users
authRoleArn,
// Role for authenticated users
region);
using (var s3Client = new AmazonS3Client(credentials))
{
// Initial use will be unauthenticated
s3Client.ListBuckets();
// Authenticate user through Facebook
string facebookToken = GetFacebookAuthToken();
// Add Facebook login to credentials. This clears the current AWS credentials
// and retrieves new AWS credentials using the authenticated role.
credentials.AddLogin("graph.facebook.com", facebookAccessToken);

}

// This call is performed with the authenticated role and credentials
s3Client.ListBuckets();

CognitoAWSCredentials オブジェクトは、AWS SDK for .NET の一部であ
る AmazonCognitoSyncClient で使用した場合、さらに多くの機能を提供しま
す。AmazonCognitoSyncClient と CognitoAWSCredentials の両方を使用している場合
は、AmazonCognitoSyncClient を使用して呼び出しを行うときに IdentityPoolId と IdentityId
のプロパティを指定する必要はありません。これらのプロパティは CognitoAWSCredentials から自動
的に入力されます。次のコード例では、これとともに、IdentityId の CognitoAWSCredentials が変
更されるたびに通知するイベントを示します。IdentityId は、たとえば、認証されていないユーザーか
ら認証されたユーザーに変更する際など、場合によって変更されます。
CognitoAWSCredentials credentials = GetCognitoAWSCredentials();
// Log identity changes
credentials.IdentityChangedEvent += (sender, args) =>
{
Console.WriteLine("Identity changed: [{0}] => [{1}]", args.OldIdentityId,
args.NewIdentityId);
};
using (var syncClient = new AmazonCognitoSyncClient(credentials))
{
var result = syncClient.ListRecords(new ListRecordsRequest
{
DatasetName = datasetName
// No need to specify these properties
//IdentityId = "...",
//IdentityPoolId = "..."
});
}
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アマゾン CognitoAuthentication 拡張ライブラリの例
Note
このトピックの情報は、.NET Framework およびバージョン 3.3 以前の AWS SDK for .NET に基
づくプロジェクトに固有のものです。
- CognitoAuthentication 拡張ライブラリ、Amazon.Extensions。CognitoAuthentication NuGet パッケージ
は、.NET Core および Xamarin デベロッパーによる Amazon Cognito ユーザープールの認証プロセスを簡
素化します。このライブラリは、Amazon Cognito ID プロバイダー API に基づいて構築されており、ユー
ザー認証 API コールを作成して送信します。

の使用 CognitoAuthentication拡張ライブラリ
Amazon Cognito には、Secure Remote Password (SRP) を通じてユーザー名とパスワードを検証する標準
的な認証フローのための、組み込みの AuthFlow 値と ChallengeName 値がいくつかあります。認証フ
ローの詳細については、「Amazon Cognito ユーザープール認証フロー」を参照してください。
以下の例では、これらの using ステートメントが必要になります。
// Required for all examples
using System;
using Amazon;
using Amazon.CognitoIdentity;
using Amazon.CognitoIdentityProvider;
using Amazon.Extensions.CognitoAuthentication;
using Amazon.Runtime;
// Required for the GetS3BucketsAsync example
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;

基本的な認証の使用
を作成するAmazonCognitoIdentityProviderClientを使用します匿名AWSCredentials、署名付きリク
エストを必要としません。リージョンを指定する必要はありませんが、基盤となるコードはリー
ジョンが提供されない場合 FallbackRegionFactory.GetRegionEndpoint() を呼び出しま
す。CognitoUserPool および CognitoUser オブジェクトを作成します。ユーザーパスワードを含む
StartWithSrpAuthAsync で InitiateSrpAuthRequest メソッドを呼び出します。
public static async void GetCredsAsync()
{
AmazonCognitoIdentityProviderClient provider =
new AmazonCognitoIdentityProviderClient(new
Amazon.Runtime.AnonymousAWSCredentials());
CognitoUserPool userPool = new CognitoUserPool("poolID", "clientID", provider);
CognitoUser user = new CognitoUser("username", "clientID", userPool, provider);
InitiateSrpAuthRequest authRequest = new InitiateSrpAuthRequest()
{
Password = "userPassword"
};
AuthFlowResponse authResponse = await
user.StartWithSrpAuthAsync(authRequest).ConfigureAwait(false);
accessToken = authResponse.AuthenticationResult.AccessToken;
}

チャレンジを使用した認証
認証フローを続行して、次のような課題があります NewPasswordRequired また、Multi-Factor
Authentication (MFA) も簡単です。唯一の要件は CognitoAuthentication オブジェクト、SRP 用の用
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用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 次のコード
は、チャレンジタイプを確認し、MFA に対する適切な応答を取得する方法の 1 つを示しています。
NewPasswordRequired 認証の操作中にチャレンジします。
前と同じように、基本的な認証リクエストと await および AuthFlowResponse を実行します。レスポ
ンスを受信すると、返された AuthenticationResult オブジェクトをループします。ChallengeName
タイプが NEW_PASSWORD_REQUIRED の場合は、RespondToNewPasswordRequiredAsync メソッドを
呼び出します。
public static async void GetCredsChallengesAsync()
{
AmazonCognitoIdentityProviderClient provider =
new AmazonCognitoIdentityProviderClient(new
Amazon.Runtime.AnonymousAWSCredentials());
CognitoUserPool userPool = new CognitoUserPool("poolID", "clientID", provider);
CognitoUser user = new CognitoUser("username", "clientID", userPool, provider);
InitiateSrpAuthRequest authRequest = new InitiateSrpAuthRequest(){
Password = "userPassword"
};
AuthFlowResponse authResponse = await
user.StartWithSrpAuthAsync(authRequest).ConfigureAwait(false);
while (authResponse.AuthenticationResult == null)
{
if (authResponse.ChallengeName == ChallengeNameType.NEW_PASSWORD_REQUIRED)
{
Console.WriteLine("Enter your desired new password:");
string newPassword = Console.ReadLine();
authResponse = await user.RespondToNewPasswordRequiredAsync(new
RespondToNewPasswordRequiredRequest()
{
SessionID = authResponse.SessionID,
NewPassword = newPassword
});
accessToken = authResponse.AuthenticationResult.AccessToken;
}
else if (authResponse.ChallengeName == ChallengeNameType.SMS_MFA)
{
Console.WriteLine("Enter the MFA Code sent to your device:");
string mfaCode = Console.ReadLine();
AuthFlowResponse mfaResponse = await user.RespondToSmsMfaAuthAsync(new
RespondToSmsMfaRequest()
{
SessionID = authResponse.SessionID,
MfaCode = mfaCode
}).ConfigureAwait(false);
accessToken = authResponse.AuthenticationResult.AccessToken;

}
else
{

}

}

Console.WriteLine("Unrecognized authentication challenge.");
accessToken = "";
break;

if (authResponse.AuthenticationResult != null)
{
Console.WriteLine("User successfully authenticated.");
}
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else
{
}

Console.WriteLine("Error in authentication process.");

}

認証後の AWS リソースの使用
を使用してユーザーが認証されると CognitoAuthentication ライブラリ、次のステップは、ユーザーが適
切なものにアクセスできるようにすることですAWSリソースの使用料金を見積もることができます。そ
のためには、Amazon Cognito フェデレーテッド ID コンソールを通じて ID プールを作成する必要があり
ます。プロバイダーとして作成した Amazon Cognito ユーザープールを、その poolID および clientID を使
用して指定することにより、Amazon Cognito ユーザープールのユーザーがアカウントに接続された AWS
リソースにアクセスすることを許可できます。異なるロールを指定して、認証されていないユーザーと認
証されたユーザーの両方が異なるリソースにアクセスするようにもできます。IAM コンソールでこれらの
ルールを変更できます。ロールのアタッチされたポリシーの [アクション] フィールドで、アクセス許可を
追加または削除できます。次に、適切な ID プール、ユーザープール、Amazon Cognito ユーザー情報を使
用して、別の AWS リソースを呼び出すことができます。次の例は、SRP で認証されたユーザーが、関連
付けられた ID プールのロールによって許可された異なる Amazon S3 バケットにアクセスする方法を示し
ています。
public async void GetS3BucketsAsync()
{
var provider = new AmazonCognitoIdentityProviderClient(new AnonymousAWSCredentials());
CognitoUserPool userPool = new CognitoUserPool("poolID", "clientID", provider);
CognitoUser user = new CognitoUser("username", "clientID", userPool, provider);
string password = "userPassword";
AuthFlowResponse context = await user.StartWithSrpAuthAsync(new
InitiateSrpAuthRequest()
{
Password = password
}).ConfigureAwait(false);
CognitoAWSCredentials credentials =
user.GetCognitoAWSCredentials("identityPoolID", RegionEndpoint.<
YourIdentityPoolRegion >);
using (var client = new AmazonS3Client(credentials))
{
ListBucketsResponse response =
await client.ListBucketsAsync(new ListBucketsRequest()).ConfigureAwait(false);

}

}

foreach (S3Bucket bucket in response.Buckets)
{
Console.WriteLine(bucket.BucketName);
}

その他の認証オプション
SRP に加えて、 NewPasswordRequired、そして MFA、 CognitoAuthentication 拡張ライブラリは、以下
の簡単な認証フローを提供します。
• Custom - StartWithCustomAuthAsync(InitiateCustomAuthRequest customRequest) を呼び
出すことで開始する
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• RefreshToken -を呼び出すことで開始す
るStartWithRefreshTokenAuthAsync(InitiateRefreshTokenAuthRequest
refreshTokenRequest)
• RefreshTokenSRP-を呼び出すことで開始す
るStartWithRefreshTokenAuthAsync(InitiateRefreshTokenAuthRequest
refreshTokenRequest)
• AdminNoSRP-を呼び出すことで開始す
るStartWithAdminNoSrpAuthAsync(InitiateAdminNoSrpAuthRequest adminAuthRequest)
フローに応じて適切なメソッドを呼び出します。その後、各メソッド呼び出しの AuthFlowResponse
オブジェクトで示されるように、ユーザーにチャレンジを表示し続けます。また、MFA チャレンジには
RespondToSmsMfaAuthAsync、カスタムチャレンジには RespondToCustomAuthAsync など、適切な
レスポンスメソッドを呼び出します。

Amazon DynamoDB NoSQL データベースの使用
Note
このトピックの情報は、.NET Framework およびバージョン 3.3 以前の AWS SDK for .NET に基
づくプロジェクトに固有のものです。
AWS SDK for .NET では、AWS によって提供される高速の NoSQL データベースサービスである Amazon
DynamoDB がサポートされています。SDK では、DynamoDB との通信用に 3 つのプログラムモデルが提
供されています。低レベルモデル、ドキュメントモデル、オブジェクト永続性モデルです。
以下では、これらのモデルとその API について紹介し、それぞれの使用方法と用途の例を示します。ま
た、AWS SDK for .NET での追加の DynamoDB プログラミングリソースへのリンクも提供します。
トピック
• 低レベルモデル (p. 96)
• ドキュメントモデル (p. 99)
• オブジェクト永続性モデル (p. 100)
• 詳細 (p. 101)
• Amazon DynamoDB と AWS SDK for .NET での式の使用 (p. 102)
• AWS SDK for .NET による Amazon DynamoDB での JSON のサポート (p. 111)
• Amazon DynamoDB を使用した ASP.NET セッション状態の管理 (p. 113)

低レベルモデル
低レベルプログラミングモデルは、DynamoDB サービスの直接呼び出しをラップします。このモデルに
は、Amazon.DynamoDBv2 名前空間からアクセスします。
低レベルモデルは、3 つのモデルの中で最も多くのコードを記述する必要があります。例えば、.NET デー
タ型を DynamoDB の同等の型に変換する必要があります。ただし、このモデルを使用するとほとんどの
機能にアクセスできます。
以下の例では、低レベルモデルを使用して DynamoDB でのテーブルの作成、テーブルの変更、テーブル
への項目の挿入を行う方法を示します。

テーブルの作成
次の例では、CreateTable クラスの AmazonDynamoDBClient メソッドを使用してテーブルを作成し
ます。CreateTable メソッドでは、必要な項目属性名、プライマリキーの定義、スループット容量な
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どの特性を含む CreateTableRequest クラスのインスタンスを使用します。CreateTable メソッド
は、CreateTableResponse クラスのインスタンスを返します。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.Model;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
Console.WriteLine("Getting list of tables");
List<string> currentTables = client.ListTables().TableNames;
Console.WriteLine("Number of tables: " + currentTables.Count);
if (!currentTables.Contains("AnimalsInventory"))
{
var request = new CreateTableRequest
{
TableName = "AnimalsInventory",
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "Id",
// "S" = string, "N" = number, and so on.
AttributeType = "N"
},
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "Type",
AttributeType = "S"
}
},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>
{
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "Id",
// "HASH" = hash key, "RANGE" = range key.
KeyType = "HASH"
},
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "Type",
KeyType = "RANGE"
},
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 10,
WriteCapacityUnits = 5
},
};
var response = client.CreateTable(request);

}

Console.WriteLine("Table created with request ID: " +
response.ResponseMetadata.RequestId);

テーブルを変更する準備が整っていることの確認
テーブルを変更または修正する前に、テーブルを変更する準備が整っていることを確認する必要が
あります。次の例では、低レベルモデルを使用して DynamoDB のテーブルの準備が整っているこ
とを確認する方法を示します。この例では、チェック対象のテーブルは DescribeTable クラスの
AmazonDynamoDBClient メソッドを使用して参照されています。5 秒ごとに、コードはテーブルの
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TableStatus プロパティの値を調べます。ステータスが ACTIVE に設定されると、テーブルは変更でき
る状態です。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.Model;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var status = "";
do
{

// Wait 5 seconds before checking (again).
System.Threading.Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(5));
try
{
var response = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
{
TableName = "AnimalsInventory"
});
Console.WriteLine("Table = {0}, Status = {1}",
response.Table.TableName,
response.Table.TableStatus);
status = response.Table.TableStatus;
}
catch (ResourceNotFoundException)
{
// DescribeTable is eventually consistent. So you might
//
get resource not found.
}

} while (status != TableStatus.ACTIVE);

テーブルへの項目の挿入
次の例では、低レベルモデルを使用して DynamoDB のテーブルに 2 つの項目を挿入します。各項目
は、PutItem クラスのインスタンスを使用して、AmazonDynamoDBClient クラスの PutItemRequest
メソッドによって挿入されます。PutItemRequest クラスの 2 つのインスタンスはそれぞれ、項目を挿
入するテーブルの名前と一連の項目属性値を取得します。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.Model;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var request1 = new PutItemRequest
{
TableName = "AnimalsInventory",
Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ "Id", new AttributeValue { N = "1" }},
{ "Type", new AttributeValue { S = "Dog" }},
{ "Name", new AttributeValue { S = "Fido" }}
}
};
var request2 = new PutItemRequest
{
TableName = "AnimalsInventory",
Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
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}

{ "Id", new AttributeValue { N = "2" }},
{ "Type", new AttributeValue { S = "Cat" }},
{ "Name", new AttributeValue { S = "Patches" }}

};

client.PutItem(request1);
client.PutItem(request2);

ドキュメントモデル
ドキュメントプログラミングモデルは、DynamoDB のデータを操作する簡単な手段を提供します。このモ
デルは、特にテーブルおよびテーブル内の項目にアクセスすることを目的に作られています。このモデル
には、からアクセスします。amazon.dynamoDBV2。DocumentModel名前空間名前空
低レベルプログラミングモデルと比べると、ドキュメントモデルの方が DynamoDB データに対するコー
ディングが容易です。例えば、多くの .NET データ型を DynamoDB の同等のデータ型に変換する必要は
ありません。ただし、このモデルでは、低レベルプログラミングモデルほど多くの機能にはアクセスで
きません。たとえば、このモデルを使用して、テーブルの項目を作成、取得、更新、削除することはでき
ます。しかし、テーブルを作成するには、低レベルモデルを使用する必要があります。オブジェクト永続
性モデルと比較すると、このモデルの方が .NET オブジェクトを保存、ロード、クエリするために多くの
コードを作成する必要があります。
次の例では、ドキュメントモデルを使用して DynamoDB のテーブルに項目を挿入する方法およびテーブ
ルから項目を取得する方法を示します。

テーブルへの項目の挿入
次の例では、PutItem クラスの Table メソッドを使用してテーブルに項目を挿入しています。PutItem
メソッドは、Document クラスのインスタンスを受け取ります。Document クラスは、初期化された属性
の単純なコレクションです。項目を挿入するテーブルを特定するには、Table クラスの LoadTable メ
ソッドを呼び出し、AmazonDynamoDBClient クラスのインスタンスと DynamoDB の対象テーブルの名
前を指定します。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var table = Table.LoadTable(client, "AnimalsInventory");
var item = new Document();
item["Id"] = 3;
item["Type"] = "Horse";
item["Name"] = "Shadow";
table.PutItem(item);

テーブルからの項目の取得
次の例では、GetItem クラスの Table メソッドを使用して項目を取得しています。入手するアイテムを
決定するには、GetItemメソッドでは、を使用します。 hash-and-range 対象項目の主キー。項目を取得
するテーブルを特定するために、Table クラスの LoadTable メソッドで AmazonDynamoDBClient ク
ラスのインスタンスと DynamoDB の対象テーブルの名前を使用しています。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var table = Table.LoadTable(client, "AnimalsInventory");
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var item = table.GetItem(3, "Horse");
Console.WriteLine("Id = " + item["Id"]);
Console.WriteLine("Type = " + item["Type"]);
Console.WriteLine("Name = " + item["Name"]);

前の例では、Id、Type、Name の属性値を WriteLine メソッドの文字列に暗黙的に変換していま
す。AsType クラスのさまざまな DynamoDBEntry メソッドを使用すると、明示的に変換できます。た
とえば、Id データ型の Primitive の属性値を、AsInt メソッドを使用して整数に明示的に変換できま
す。
int id = item["Id"].AsInt();

または、(int) を使用することで簡単に明示的なキャストを実行できます。
int id = (int)item["Id"];

オブジェクト永続性モデル
オブジェクト永続性プログラミングは、特に DynamoDB での .NET オブジェクトの保
存、ロード、クエリを目的として作られています。このモデルには、からアクセスしま
す。amazon.dynamoDBV2。DataModel名前空間名前空
3 つのモデルの中で、オブジェクト永続性モデルは、DynamoDB データの保存、ロード、クエリに関し
てはコーディングが最も簡単です。例えば、DynamoDB のデータ型を直接操作できます。ただし、この
モデルでアクセスできるのは、DynamoDB に .NET オブジェクトを保存、ロード、クエリする操作だけで
す。たとえば、このモデルを使用して、テーブルの項目を作成、取得、更新、削除することはできます。
ただし、最初に低レベルモデルを使用してテーブルを作成してから、このモデルを使用して .NET クラス
をテーブルにマッピングする必要があります。
以下の例では、項目を表す .NET クラスを定義する方法、.NET クラスのインスタンスを使用して項目を挿
入する方法、.NET オブジェクトのインスタンスを使用して DynamoDB のテーブルから項目を取得する方
法を示します。

テーブルで項目を表す .NET クラスの定義
次の例で、DynamoDBTable属性はテーブル名を指定し、DynamoDBHashKeyそし
てDynamoDBRangeKey属性はテーブルをモデル化します hash-and-range プライマリキー。
// using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
[DynamoDBTable("AnimalsInventory")]
class Item
{
[DynamoDBHashKey]
public int Id { get; set; }
[DynamoDBRangeKey]
public string Type { get; set; }
public string Name { get; set; }
}

.NET クラスのインスタンスの使用によるテーブルへの項目の挿入
上の例では、項目は Save クラスの DynamoDBContext メソッドによって挿入されます。このメソッド
は、項目を表す .NET クラスの初期化されたインスタンスを受け取ります (DynamoDBContext クラスの
インスタンスは、AmazonDynamoDBClient クラスのインスタンスで初期化されます)。
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// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var context = new DynamoDBContext(client);
var item = new Item
{
Id = 4,
Type = "Fish",
Name = "Goldie"
};
context.Save(item);

.NET オブジェクトのインスタンスの使用によるテーブルからの項目の取得
この例では、次の方法で項目を取得しています。LoadのメソッドDynamoDBContextクラス。こ
れは、.NET クラスの部分的に初期化されたインスタンスを取得します。 hash-and-range 取り出
す項目のプライマリキーです。(前に示したように、DynamoDBContext クラスのインスタンスは
AmazonDynamoDBClient クラスのインスタンスで初期化されます)。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var context = new DynamoDBContext(client);
var item = context.Load<Item>(4, "Fish");
Console.WriteLine("Id = {0}", item.Id);
Console.WriteLine("Type = {0}", item.Type);
Console.WriteLine("Name = {0}", item.Name);

詳細
AWS SDK for .NET を使用した DynamoDB のプログラミングに関する情報と例 **
• DynamoDB API
• DynamoDB Series Kickoff
• DynamoDB Series - Document Model
• DynamoDB Series - Conversion Schemas
• DynamoDB Series - Object Persistence Model
• DynamoDB Series - Expressions
• Amazon DynamoDB と AWS SDK for .NET での式の使用 (p. 102)
• AWS SDK for .NET による Amazon DynamoDB での JSON のサポート (p. 111)
• Amazon DynamoDB を使用した ASP.NET セッション状態の管理 (p. 113)
低レベルモデル情報と例
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用したテーブルの操作
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用した項目の操作
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用したテーブルのクエリ
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用したテーブルのスキャン
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用したローカルセカンダリインデックスの使用方法
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• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用したグローバルセカンダリインデックスの使用方法
ドキュメントモデル情報と例
• DynamoDB データ型
• DynamoDBEntry
• .NET: ドキュメントモデル
オブジェクト永続性モデル情報と例
• .NET: オブジェクト永続性モデル

Amazon DynamoDB と AWS SDK for .NET での式の使用
Note
このトピックの情報は、.NET Framework およびバージョン 3.3 以前の AWS SDK for .NET に基
づくプロジェクトに固有のものです。
以下のコード例では、AWS SDK for .NET で式を使用して DynamoDB をプログラミングする方法を示しま
す。式は、DynamoDB テーブルの項目から読み取る属性を示します。また、項目を書き込むときも式を使
用して、満たす必要がある条件 (条件付き更新とも呼ばれます) と、属性を更新する方法を示します。更新
の例として、属性を新しい値で置き換えたり、新しいデータをリストやマップに追加したりします。詳細
については、「式を使用した項目の読み取りと書き込み」を参照してください。
トピック
• サンプルデータ (p. 102)
• 式と項目のプライマリキーを使用して単一の項目を取得する (p. 105)
• 式およびテーブルのプライマリキーを使用して複数の項目を取得する (p. 106)
• 式および他の項目属性を使って複数の項目を取得する (p. 106)
• 項目の出力 (p. 107)
• 式を使用して項目を作成または置換する (p. 109)
• 式を使用して項目を更新する (p. 110)
• 式を使用して項目を削除する (p. 110)
• 詳細 (p. 111)

サンプルデータ
このトピックのコード例では、ProductCatalog という名前の DynamoDB テーブルに存在する以下の
2 つの項目を例として使用します。これらの項目は、架空の自転車店のカタログの製品エントリに関する
情報を示します。これらの項目は、で提供されている例に基づきます。導入事例: ある ProductCatalog 項
目。BOOL、L、M、N、NS、S、SS などのデータ型記述子は、JSON データ形式でのデータ型に対応しま
す。
{

"Id": {
"N": "205"
},
"Title": {
"S": "20-Bicycle 205"
},
"Description": {
"S": "205 description"
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"BicycleType": {
"S": "Hybrid"
},
"Brand": {
"S": "Brand-Company C"
},
"Price": {
"N": "500"
},
"Gender": {
"S": "B"
},
"Color": {
"SS": [
"Red",
"Black"
]
},
"ProductCategory": {
"S": "Bike"
},
"InStock": {
"BOOL": true
},
"QuantityOnHand": {
"N": "1"
},
"RelatedItems": {
"NS": [
"341",
"472",
"649"
]
},
"Pictures": {
"L": [
{
"M": {
"FrontView": {
"S": "http://example/products/205_front.jpg"
}
}
},
{
"M": {
"RearView": {
"S": "http://example/products/205_rear.jpg"
}
}
},
{
"M": {
"SideView": {
"S": "http://example/products/205_left_side.jpg"
}
}
}
]
},
"ProductReviews": {
"M": {
"FiveStar": {
"SS": [
"Excellent! Can't recommend it highly enough! Buy it!",
"Do yourself a favor and buy this."
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}

}

]
},
"OneStar": {
"SS": [
"Terrible product! Do not buy this."
]
}

},
{

"Id": {
"N": "301"
},
"Title": {
"S": "18-Bicycle 301"
},
"Description": {
"S": "301 description"
},
"BicycleType": {
"S": "Road"
},
"Brand": {
"S": "Brand-Company C"
},
"Price": {
"N": "185"
},
"Gender": {
"S": "F"
},
"Color": {
"SS": [
"Blue",
"Silver"
]
},
"ProductCategory": {
"S": "Bike"
},
"InStock": {
"BOOL": true
},
"QuantityOnHand": {
"N": "3"
},
"RelatedItems": {
"NS": [
"801",
"822",
"979"
]
},
"Pictures": {
"L": [
{
"M": {
"FrontView": {
"S": "http://example/products/301_front.jpg"
}
}
},
{
"M": {
"RearView": {
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}

}

"S": "http://example/products/301_rear.jpg"

},
{

]

}

}

"M": {
"SideView": {
"S": "http://example/products/301_left_side.jpg"
}
}

},
"ProductReviews": {
"M": {
"FiveStar": {
"SS": [
"My daughter really enjoyed this bike!"
]
},
"ThreeStar": {
"SS": [
"This bike was okay, but I would have preferred it in my color.",
"Fun to ride."
]
}
}
}

式と項目のプライマリキーを使用して単一の項目を取得する
次の例では、Amazon.DynamoDBv2.AmazonDynamoDBClient.GetItem メソッドと一連の
式を使用して、Id が 205 である項目を取得して出力します。項目の属性のうち返されるもの
は、Id、Title、Description、Color、RelatedItems、Pictures、ProductReviews だけです。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.Model;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var request = new GetItemRequest
{
TableName = "ProductCatalog",
ProjectionExpression = "Id, Title, Description, Color, #ri, Pictures, #pr",
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
{
{ "#pr", "ProductReviews" },
{ "#ri", "RelatedItems" }
},
Key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ "Id", new AttributeValue { N = "205" } }
},
};
var response = client.GetItem(request);
// PrintItem() is a custom function.
PrintItem(response.Item);

前の例で、ProjectionExpression プロパティは返される属性を指定していま
す。ExpressionAttributeNames プロパティで、プレースホルダー #pr は ProductReviews 属性を
表し、プレースホルダー #ri は RelatedItems 属性を表します。PrintItem の呼び出しは、「項目の
出力 (p. 107)」で説明されているようにカスタム関数を参照します。
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式およびテーブルのプライマリキーを使用して複数の項目を取得する
次の例では、Amazon.DynamoDBv2.AmazonDynamoDBClient.Query メソッドと一連の式を使用
して、Id が 301 で Price の値が 150 より大きい項目を取得して出力します。返される項目の属性
は、Id、Title、および ThreeStar のすべての ProductReviews 属性だけです。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.Model;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var request = new QueryRequest
{
TableName = "ProductCatalog",
KeyConditions = new Dictionary<string,Condition>
{
{ "Id", new Condition()
{
ComparisonOperator = ComparisonOperator.EQ,
AttributeValueList = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { N = "301" }
}
}
}
},
ProjectionExpression = "Id, Title, #pr.ThreeStar",
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
{
{ "#pr", "ProductReviews" },
{ "#p", "Price" }
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string,AttributeValue>
{
{ ":val", new AttributeValue { N = "150" } }
},
FilterExpression = "#p > :val"
};
var response = client.Query(request);
foreach (var item in response.Items)
{
// Write out the first page of an item's attribute keys and values.
// PrintItem() is a custom function.
PrintItem(item);
Console.WriteLine("=====");
}

前の例で、ProjectionExpression プロパティは返される属性を指定していま
す。ExpressionAttributeNames プロパティで、プレースホルダー #pr は ProductReviews 属性を
表し、プレースホルダー #p は Price 属性を表します。#pr.ThreeStar は、ThreeStar 属性だけを返
すように指定します。ExpressionAttributeValues プロパティは、プレースホルダー :val が値 150
を表すことを指定します。FilterExpression プロパティは、#p（Price）が :val（150）より大きく
なければならないことを指定します。PrintItem の呼び出しは、「項目の出力 (p. 107)」で説明されて
いるようにカスタム関数を参照します。

式および他の項目属性を使って複数の項目を取得する
次の例では、Amazon.DynamoDBv2.AmazonDynamoDBClient.Scan メソッドと一連の式を使用し
て、ProductCategory が Bike であるすべての項目を取得して出力します。返される項目の属性
は、Id、Title、および ProductReviews のすべての属性だけです。
// using Amazon.DynamoDBv2;
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// using Amazon.DynamoDBv2.Model;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var request = new ScanRequest
{
TableName = "ProductCatalog",
ProjectionExpression = "Id, Title, #pr",
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string,AttributeValue>
{
{ ":catg", new AttributeValue { S = "Bike" } }
},
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
{
{ "#pr", "ProductReviews" },
{ "#pc", "ProductCategory" }
},
FilterExpression = "#pc = :catg",
};
var response = client.Scan(request);
foreach (var item in response.Items)
{
// Write out the first page/scan of an item's attribute keys and values.
// PrintItem() is a custom function.
PrintItem(item);
Console.WriteLine("=====");
}

前の例で、ProjectionExpression プロパティは返される属性を指定していま
す。ExpressionAttributeNames プロパティで、プレースホルダー #pr は ProductReviews 属性を
表し、プレースホルダー #pc は ProductCategory 属性を表します。ExpressionAttributeValues
プロパティは、プレースホルダー :catg が値 Bike を表すことを指定します。FilterExpression プ
ロパティは、#pc（ProductCategory）が :catg（Bike）と等しくなければならないことを示しま
す。PrintItem の呼び出しは、「項目の出力 (p. 107)」で説明されているようにカスタム関数を参照し
ます。

項目の出力
次の例では、項目の属性と値を出力する方法を示します。この例は、「式と項目のプライマリキーを使用
して単一の項目を取得する (p. 105)」、「式およびテーブルのプライマリキーを使用して複数の項目を取
得する (p. 106)」、「式および他の項目属性を使って複数の項目を取得する (p. 106)」の各方法に関す
る前述の例で使用されています。
// using Amazon.DynamoDBv2.Model;
// Writes out an item's attribute keys and values.
public static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue> attrs)
{
foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attrs)
{
Console.Write(kvp.Key + " = ");
PrintValue(kvp.Value);
}
}
// Writes out just an attribute's value.
public static void PrintValue(AttributeValue value)
{
// Binary attribute value.
if (value.B != null)
{
Console.Write("Binary data");
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}
// Binary set attribute value.
else if (value.BS.Count > 0)
{
foreach (var bValue in value.BS)
{
Console.Write("\n Binary data");
}
}
// List attribute value.
else if (value.L.Count > 0)
{
foreach (AttributeValue attr in value.L)
{
PrintValue(attr);
}
}
// Map attribute value.
else if (value.M.Count > 0)
{
Console.Write("\n");
PrintItem(value.M);
}
// Number attribute value.
else if (value.N != null)
{
Console.Write(value.N);
}
// Number set attribute value.
else if (value.NS.Count > 0)
{
Console.Write("{0}", string.Join("\n", value.NS.ToArray()));
}
// Null attribute value.
else if (value.NULL)
{
Console.Write("Null");
}
// String attribute value.
else if (value.S != null)
{
Console.Write(value.S);
}
// String set attribute value.
else if (value.SS.Count > 0)
{
Console.Write("{0}", string.Join("\n", value.SS.ToArray()));
}
// Otherwise, boolean value.
else
{
Console.Write(value.BOOL);
}
}

Console.Write("\n");

前の例では、各属性値にはさまざまなものがあります。 data-type-specific 属性を出力す
る正しい形式を決定するために評価できるプロパティ。このようなプロパティとしては
B、BOOL、BS、L、M、N、NS、NULL、S、SS などがあり、これらは JSON データ形式に対応していま
す。B、N、NULL、S などのプロパティでは、対応するプロパティが null ではない場合、属性は対応す
る null ではないデータ型になります。次のような物件の場合BS,L,M,NS, およびSS、もしCountがゼロよ
り大きい場合、その属性は対応する non-zero-value データ型。すべての属性が data-type-specific プロパ
ティは次のいずれかですnullまたはCountがゼロの場合、属性はBOOLデータ型。
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式を使用して項目を作成または置換する
次の例では、Amazon.DynamoDBv2.AmazonDynamoDBClient.PutItem メソッドと一連の式を使用し
て、Title が 18-Bicycle 301 である項目を更新します。項目が存在しない場合、新しい項目が追加さ
れます。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.Model;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var request = new PutItemRequest
{
TableName = "ProductCatalog",
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
{
{ "#title", "Title" }
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ ":product", new AttributeValue { S = "18-Bicycle 301" } }
},
ConditionExpression = "#title = :product",
// CreateItemData() is a custom function.
Item = CreateItemData()
};
client.PutItem(request);

前の例で、ExpressionAttributeNames プロパティは、プレースホルダー #title が Title 属
性を表すことを指定します。ExpressionAttributeValues プロパティは、プレースホルダー
:product が値 18-Bicycle 301 を表すことを指定します。ConditionExpression プロパティ
は、#title（Title）が :product（18-Bicycle 301）と等しくなければならないことを示しま
す。CreateItemData の呼び出しは、次のカスタム関数を参照します。
// using Amazon.DynamoDBv2.Model;
// Provides a sample item that can be added to a table.
public static Dictionary<string, AttributeValue> CreateItemData()
{
var itemData = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ "Id", new AttributeValue { N = "301" } },
{ "Title", new AttributeValue { S = "18\" Girl's Bike" } },
{ "BicycleType", new AttributeValue { S = "Road" } },
{ "Brand" , new AttributeValue { S = "Brand-Company C" } },
{ "Color", new AttributeValue { SS = new List<string>{ "Blue", "Silver" } } },
{ "Description", new AttributeValue { S = "301 description" } },
{ "Gender", new AttributeValue { S = "F" } },
{ "InStock", new AttributeValue { BOOL = true } },
{ "Pictures", new AttributeValue { L = new List<AttributeValue>{
{ new AttributeValue { M = new Dictionary<string,AttributeValue>{
{ "FrontView", new AttributeValue { S = "http://example/
products/301_front.jpg" } } } } },
{ new AttributeValue { M = new Dictionary<string,AttributeValue>{
{ "RearView", new AttributeValue {S = "http://example/
products/301_rear.jpg" } } } } },
{ new AttributeValue { M = new Dictionary<string,AttributeValue>{
{ "SideView", new AttributeValue { S = "http://example/
products/301_left_side.jpg" } } } } }
} } },
{ "Price", new AttributeValue { N = "185" } },
{ "ProductCategory", new AttributeValue { S = "Bike" } },
{ "ProductReviews", new AttributeValue { M = new Dictionary<string,AttributeValue>{
{ "FiveStar", new AttributeValue { SS = new List<string>{
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"My daughter really enjoyed this bike!" } } },
{ "OneStar", new AttributeValue { SS = new List<string>{
"Fun to ride.",
"This bike was okay, but I would have preferred it in my color." } } }
} } },
{ "QuantityOnHand", new AttributeValue { N = "3" } },
{ "RelatedItems", new AttributeValue { NS = new List<string>{ "979", "822", "801" } } }

};
}

return itemData;

前の例では、サンプルデータを含む項目の例が呼び出し元に返されます。一連の属性と対応する値
は、BOOL、L、M、N、NS、S、SS のようなデータ型を使用して構成されます。これらは JSON データ形
式内のものと対応しています。

式を使用して項目を更新する
次の例では、Amazon.DynamoDBv2.AmazonDynamoDBClient.UpdateItem メソッドと一連の式を使
用して、Title が 18" Girl's Bike である項目の Id を 301 に変更します。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.Model;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var request = new UpdateItemRequest
{
TableName = "ProductCatalog",
Key = new Dictionary<string,AttributeValue>
{
{ "Id", new AttributeValue { N = "301" } }
},
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
{
{ "#title", "Title" }
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ ":newproduct", new AttributeValue { S = "18\" Girl's Bike" } }
},
UpdateExpression = "SET #title = :newproduct"
};
client.UpdateItem(request);

前の例で、ExpressionAttributeNames プロパティは、プレースホルダー #title が Title 属
性を表すことを指定します。ExpressionAttributeValues プロパティは、プレースホルダー
:newproduct が値 18" Girl's Bike を表すことを指定します。UpdateExpression プロパティ
は、#title（Title）を :newproduct（18" Girl's Bike）に変更することを指定します。

式を使用して項目を削除する
次の例では、Amazon.DynamoDBv2.AmazonDynamoDBClient.DeleteItem メソッドと一連の式を使
用して、Id が 301 で Title が 18-Bicycle 301 である項目を削除します。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.Model;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var request = new DeleteItemRequest
{
TableName = "ProductCatalog",
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Key = new Dictionary<string,AttributeValue>
{
{ "Id", new AttributeValue { N = "301" } }
},
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
{
{ "#title", "Title" }
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ ":product", new AttributeValue { S = "18-Bicycle 301" } }
},
ConditionExpression = "#title = :product"

};
client.DeleteItem(request);

前の例で、ExpressionAttributeNames プロパティは、プレースホルダー #title が Title 属
性を表すことを指定します。ExpressionAttributeValues プロパティは、プレースホルダー
:product が値 18-Bicycle 301 を表すことを指定します。ConditionExpression プロパティ
は、#title（Title）が :product（18-Bicycle 301）と等しくなければならないことを示します。

詳細
詳細な説明とコード例については、以下を参照してください。
• DynamoDB Series - Expressions
• プロジェクト式を使用した項目属性へのアクセス
• 属性の名前および値でのプレースホルダーの使用
• 条件式を使用した条件の指定
• 更新式を使用した項目および属性の変更
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用した項目の操作
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用したテーブルのクエリ
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用したテーブルのスキャン
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用したローカルセカンダリインデックスの使用方法
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用したグローバルセカンダリインデックスの使用方法

AWS SDK for .NET による Amazon DynamoDB での JSON のサ
ポート
Note
このトピックの情報は、.NET Framework およびバージョン 3.3 以前の AWS SDK for .NET に基
づくプロジェクトに固有のものです。
AWS SDK for .NET は、Amazon DynamoDB と併せて使用した場合に JSON データをサポートします。そ
のため、DynamoDB テーブルから JSON 形式のデータを取得したり、テーブルに JSON ドキュメントを
挿入したりする操作を簡単に行えます。
トピック
• DynamoDB テーブルから JSON 形式のデータを取得する (p. 112)
• DynamoDB テーブルに JSON 形式のデータを挿入する (p. 112)
• DynamoDB データ型の JSON への変換 (p. 112)
• 詳細 (p. 113)
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DynamoDB テーブルから JSON 形式のデータを取得する
次の例では、DynamoDB テーブルから JSON 形式のデータを取得する方法を示します。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var table = Table.LoadTable(client, "AnimalsInventory");
var item = table.GetItem(3, "Horse");
var jsonText = item.ToJson();
Console.Write(jsonText);
// Output:
//
{"Name":"Shadow","Type":"Horse","Id":3}
var jsonPrettyText = item.ToJsonPretty();
Console.WriteLine(jsonPrettyText);
// Output:
//
{
//
"Name" : "Shadow",
//
"Type" : "Horse",
//
"Id"
: 3
//
}

この例では、Document クラスの ToJson メソッドを使用してテーブルの項目を JSON 形式の文字列
に変換しています。項目を取得するには、Table クラスの GetItem メソッドを使用します。取得す
る項目を特定するには、この例では、GetItemメソッドでは、を使用します。 hash-and-range 対象
項目の主キー。項目を取得するテーブルを特定するために、Table クラスの LoadTable メソッドで
AmazonDynamoDBClient クラスのインスタンスと DynamoDB の対象テーブルの名前を使用していま
す。

DynamoDB テーブルに JSON 形式のデータを挿入する
次の例では、JSON 形式を使用して DynamoDB テーブルに項目を挿入する方法を示します。
// using Amazon.DynamoDBv2;
// using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
var
var
var
var

client = new AmazonDynamoDBClient();
table = Table.LoadTable(client, "AnimalsInventory");
jsonText = "{\"Id\":6,\"Type\":\"Bird\",\"Name\":\"Tweety\"}";
item = Document.FromJson(jsonText);

table.PutItem(item);

この例では、Document クラスの FromJson メソッドを使用して JSON 形式の文字列を項目に変換して
います。項目は、PutItem クラスの Table メソッドによってテーブルに挿入されます。このメソッド
は、項目を含む Document クラスのインスタンスを使用します。項目を挿入するテーブルを特定するため
に、Table クラスの LoadTable メソッドが呼び出され、AmazonDynamoDBClient クラスのインスタン
スと DynamoDB の対象テーブルの名前を指定しています。

DynamoDB データ型の JSON への変換
Document クラスの ToJson メソッドを呼び出す場合、および結果の JSON データで FromJson メソッ
ドを呼び出して JSON データを Document クラスのインスタンスに変換する場合、一部の DynamoDB
データ型は意図したとおりには変換されません。具体的には次のとおりです。
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• DynamoDB のセット (SS、NS、BS 型) は、JSON の配列に変換されます。
• DynamoDB のバイナリスカラーおよびセット (B、BS 型) は、base64 でエンコードされた JSON 文字列
または文字列のリストに変換されます。
この場合は、Document クラスの DecodeBase64Attributes メソッドを呼び出して、base64
でエンコードされた JSON データを正しいバイナリ表現に置き換える必要があります。次の例で
は、Document クラスのインスタンスの Picture という名前の base64 でエンコードされたバイナリ
スカラー項目属性を、正しいバイナリ表現で置き換えています。また、この例では、Document クラス
の同じインスタンスの RelatedPictures という名前の base64 でエンコードされたバイナリセット項
目属性に対しても同じことを行っています。
item.DecodeBase64Attributes("Picture", "RelatedPictures");

詳細
DynamoDB と AWS SDK for .NET を使用した JSON のプログラミングの詳細と例については、以下を参
照してください。
• DynamoDB JSON Support
• Amazon DynamoDB Update - JSON, Expanded Free Tier, Flexible Scaling, Larger Items

Amazon DynamoDB を使用した ASP.NET セッション状態の管理
Note
このトピックの情報は、.NET Framework およびバージョン 3.3 以前の AWS SDK for .NET に基
づくプロジェクトに固有のものです。

Warning
このトピックは ASP.NET に固有のものです。このトピックの情報は ASP.NET Core に必ずしも
適用できるとは限りません。
ASP.NET アプリケーションは、セッション状態のデータをメモリに格納する場合があります。ただし、
この方法には十分な拡張性がありません。アプリケーションが複数のウェブサーバーを対象とする規模に
拡大した後、セッション状態をサーバー間で共有する必要があります。一般的な対応策は、Microsoft SQL
Server を使用して専用のセッション状態サーバーをセットアップすることですが、この方法にも欠点があ
ります。他のマシンの管理が必要になり、セッション状態サーバーが単一障害点となります。また、セッ
ション状態サーバー自体がパフォーマンスのボトルネックとなる可能性があります。
DynamoDB (AWS の NoSQL データベースストア) を使用すると、各ウェブサーバー間でのセッション状
態の共有に対する効果的なソリューションを実現でき、こうした欠点を回避できます。

Note
使用するソリューションに関係なく、Amazon DynamoDB では項目のサイズに制限が適用される
ことに注意してください。DynamoDB に保存するどのレコードも、この制限を超えることはでき
ません。詳細については、Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの DynamoDB の制限を参照
してください。
AWS SDK for .NET には、ASP.NET セッション状態プロバイダーが含まれ
ている AWS.SessionProvider.dll が付属しています。また、も含まれま
す。AmazonDynamoDBSessionProviderSampleのサンプルは、Amazon DynamoDB をセッション状態プ
ロバイダーとして使用する方法を示します。
ASP.NET アプリケーションでセッション状態を使用する方法の詳細については、「Microsoft のドキュメ
ント」を参照してください。
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の作成ASP.NET_SessionStateテーブル
アプリケーションを起動すると、そのアプリケーションは Amazon DynamoDB テーブル (デフォルト名は
ASP.NET_SessionState) を探します。最初にアプリケーションを実行する前に、このテーブルを作成
することをお勧めします。
ASP.NET_ を作成するにはSessionState テーブル
1. [Create Table] (テーブルの作成) を選択します。[Create Table (テーブルの作成)] ウィザードが開きま
す。
2. [Table name (テーブル名)] テキストボックスに「ASP.NET_SessionState」と入力します。
3. [Primary key (プライマリキー)] フィールドに「SessionId」と入力し、そのタイプを「String」に設
定します。
4. すべてのオプションを入力したら、[Create (作成)] を選択します。
ステータスが ASP.NET_SessionState から CREATING に変わったら、ACTIVE テーブルは使用できる
状態になります。

Note
テーブルを事前に作成しない場合、初期化時にセッション状態プロバイダーによってテーブルが
作成されます。セッション状態テーブルの設定パラメーターとして機能する属性のリストについ
ては、下記の web.config オプションを参照してください。プロバイダーがテーブルを作成する
場合は、これらのパラメータを使用します。

セッション状態プロバイダーの設定
DynamoDB をセッション状態サーバーとして使用するように ASP.NET アプリケーションを設定するには
1. Visual Studio ASP.NET プロジェクトに、AWSSDK.dll と AWS.SessionProvider.dll への参照を追
加します。これらのアセンブリは以下から入手できますNuGet パッケージ (p. 29)またはアセンブリの手
動インストール (p. 31)。
SDK の以前のバージョンでは、セッション状態プロバイダーの機能は AWS.Extension.dll に含まれ
ていました。使いやすさを向上させるために、この機能は AWS.SessionProvider.dll に移動されま
した。詳細については、ブログ投稿「AWS.Extension renaming」を参照してください。
2. アプリケーションの Web.config ファイルを編集します。system.web 要素で、既存の
sessionState 要素を次の XML フラグメントに置き換えます。
<sessionState timeout="20" mode="Custom" customProvider="DynamoDBSessionStoreProvider">
<providers>
<add name="DynamoDBSessionStoreProvider"
type="Amazon.SessionProvider.DynamoDBSessionStateStore"
AWSProfileName="{profile_name}"
Region="us-west-2" />
</providers>
</sessionState>

プロファイルは、セッション状態の保存と取得のために DynamoDB との通信で使用される AWS 認証
情報を表します。AWS SDK for .NET を使用していて、アプリケーションの Web.config ファイルの
appSettings セクションでプロファイルを指定している場合は、providers セクションでプロファ
イルを指定する必要はありません。AWS の .NET クライアントコードが実行時にプロファイルを検出し
ます。詳細については、「AWS SDK for .NET アプリケーションの設定 (p. 17)」を参照してください。
ウェブサーバーが、EC2 インスタンスの IAM ロールを使用するように設定されている Amazon EC2
インスタンスで実行されている場合は、Web.config ファイルで認証情報を指定する必要はありませ
ん。この場合、AWS .NET クライアントは IAM ロール認証情報を使用します。詳細については、「IAM
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ロールを使用したアクセス権限の付与 (p. 175)」と「セキュリティに関する考慮事項 (p. 115)」を参
照してください。

Web.config オプション
providers ファイルの Web.config セクションで、次の設定属性を使用できます。
AWSAccessKey
使用するアクセスキー ID。これは、providers セクションまたは appSettings セクションで設定
できます。この設定を使用しないことをお勧めします。代わりに、AWSProfileName を使用して認
証情報を指定し、プロファイルを指定してください。
AWSSecretKey
使用するシークレットキー。これは、providers セクションまたは appSettings セクションで設
定できます。この設定を使用しないことをお勧めします。代わりに、AWSProfileName を使用して
認証情報を指定し、プロファイルを指定してください。
AWSProfileName
使用する認証情報に関連付けられるプロファイルの名前。詳細については、「AWS SDK for .NET ア
プリケーションの設定 (p. 17)」を参照してください。
[Region] (リージョン)
必須の string 属性。Amazon DynamoDB を使用する AWS リージョンです。のリストについて
は、AWSリージョン、を参照してくださいリージョンとエンドポイント: DynamoDB
アプリケーション
オプションの string 属性。Application 属性の値は、テーブルのセッションデータをパーティ
ション分割するために使用されます。これにより、テーブルを複数のアプリケーションで使用するこ
とができます。
テーブル
オプションの string 属性。セッションデータの格納に使用されるテーブルの名前。デフォルトは
ASP.NET_SessionState です。
ReadCapacityUnits
オプションの int 属性。プロバイダーがテーブルを作成する際に使用する読み取りキャパシティーユ
ニット。デフォルトは 10 です。
WriteCapacityUnits
オプションの int 属性。プロバイダーがテーブルを作成する際に使用する書き込みキャパシティーユ
ニット。デフォルト は 5 です。
CreateIfNotExist
オプションの boolean 属性。CreateIfNotExist 属性は、テーブルが存在しない場合にプロバイ
ダーがテーブルを自動作成するかどうかを制御します。デフォルトは true です。このフラグが false
に設定されていて、テーブルが存在しない場合は、例外がスローされます。

セキュリティに関する考慮事項
DynamoDB テーブルを作成してアプリケーションを設定した後は、他のセッションプロバイダーと同じよ
うにセッションを使用できるようになります。
セキュリティのベストプラクティスとして、IAM ユーザーの認証情報を使用してアプリケーションを実行
することをお勧めします。IAM マネジメントコンソールまたは AWS Toolkit for Visual Studio のいずれか
を使用して、IAM ユーザーを作成し、アクセスポリシーを定義できます。
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セッション状態プロバイダーは、DeleteItem,DescribeTable,GetItem,PutItem, およびUpdateItemセッショ
ンデータを格納するテーブルの操作。以下のサンプルポリシーを使用して、us-west-2 で稼働している
DynamoDB のインスタンスに対して、プロバイダーによって求められるオペレーションのみを実行できる
ように、IAM ユーザーを制限できます。
{ "Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Sid" : "1",
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource" : "arn:aws:dynamodb:us-west-2:{<YOUR-AWS-ACCOUNT-ID>}:table/
ASP.NET_SessionState"
}
]
}

Amazon EC2 の使用
AWS SDK for .NET では、サイズ変更が可能なコンピューティング性能を提供するウェブサービスである
Amazon EC2 がサポートされています。このコンピューティング性能を使用して、ソフトウェアシステム
の構築とホストを行います。

API
AWS SDK for .NET では、Amazon EC2 クライアント向けの API が提供されています。API を通じて、セ
キュリティグループやキーペアなどの EC2 の機能を使用できます。API により、Amazon EC2 インスタン
スを制御することもできます。このセクションでは、これらの API を操作する際に活用できるパターンを
示すいくつかの例を紹介します。API の完全なセットを確認するには、AWS SDK for .NET API リファレ
ンスを参照してください (「Amazon.EC2」までスクロールします)。
Amazon EC2 API はAWSSDKEC2 NuGet パッケージパッケージパッケージ化

前提条件
開始する前に、環境がセットアップされている (p. 15)ことを必ず確認してください。また、「プロジェク
トをセットアップする (p. 17)」および「SDK 機能 (p. 50)」の情報を確認してください。

例について
このセクションの例では、Amazon EC2 クライアントの使用方法と、Amazon EC2 インスタンスを管理す
る方法について説明します。
EC2 スポットインスタンスのチュートリアル (p. 150)では、Amazon EC2 スポットインスタンスをリク
エストする方法について説明します。スポットインスタンスを使用すると、未使用の EC2 性能にオンデマ
ンド料金よりも低価格でアクセスできます。
トピック
•
•
•
•

Amazon EC2 でのセキュリティグループの使用 (p. 117)
Amazon EC2 のキーペアの使用 (p. 130)
Amazon EC2 のリージョンとアベイラビリティーゾーンの確認 (p. 136)
Amazon EC2 インスタンスの使用 (p. 138)
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• Amazon EC2 スポットインスタンスのチュートリアル (p. 150)

Amazon EC2 でのセキュリティグループの使用
Amazon EC2 では、セキュリティグループは 1 つ以上の EC2 インスタンスのネットワークトラフィック
を制御する仮想ファイアウォールとして機能します。デフォルトでは EC2 は、インバウンドトラフィッ
クを許可しないセキュリティグループにインスタンスを関連付けます。EC2 インスタンスが特定のトラ
フィックを受け付けるようにするセキュリティグループを作成できます。例えば、EC2 Windows インスタ
ンスに接続する必要がある場合は、RDP トラフィックを許可するようにセキュリティグループを設定する
必要があります。
セキュリティグループの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドとAmazon
EC2 用ユーザー用ユーザー用ユーザーガイド。
AWS SDK for .NET を使用すると、VPC 内の EC2 または EC2-Classic で使用するセキュリティグループ
を作成できます。VPC 内の EC2 と EC2-Classic の違いの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイドまたはAmazon EC2 用ユーザー用ユーザー用ユーザーガイド。

Warning
2022 年 8 月 15 日に、EC2-Classic の提供を終了します。EC2-Classic は、VPC への移行をお勧
めします。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはWindows
インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「EC2-Classic から VPC への移行」を参照して
ください。ブログ記事「EC2-Classic Networking は販売終了になります — 準備方法はこちら」も
参照してください。
API の詳細と前提条件については、親セクション (Amazon EC2 の使用 (p. 116)) を参照してください。
トピック
• セキュリティグループの列挙 (p. 117)
• セキュリティグループの作成 (p. 120)
• セキュリティグループの更新 (p. 125)

セキュリティグループの列挙
この例では、AWS SDK for .NET を使用してセキュリティグループを列挙する方法を紹介します。Amazon
Virtual Private Cloud ID を指定した場合、アプリケーションは指定された VPC のセキュリティグループを
列挙します。指定しなかった場合、アプリケーションは単に使用可能なすべてのセキュリティグループを
一覧表示します。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 118)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• セキュリティグループの列挙 (p. 117)
• コード全文 (p. 118)
• 追加の考慮事項 (p. 120)

セキュリティグループの列挙
次のスニペットでは、セキュリティグループを列挙します。すべてのグループ、または特定の VPC が指定
されている場合にはその VPC のグループを列挙します。
このトピックの最後 (p. 118)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
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// Method to enumerate the security groups
private static async Task EnumerateGroups(IAmazonEC2 ec2Client, string vpcID)
{
// A request object, in case we need it.
var request = new DescribeSecurityGroupsRequest();
// Put together the properties, if needed
if(!string.IsNullOrEmpty(vpcID))
{
// We have a VPC ID. Find the security groups for just that VPC.
Console.WriteLine($"\nGetting security groups for VPC {vpcID}...\n");
request.Filters.Add(new Filter
{
Name = "vpc-id",
Values = new List<string>() { vpcID }
});
}
// Get the list of security groups
DescribeSecurityGroupsResponse response =
await ec2Client.DescribeSecurityGroupsAsync(request);

}

// Display the list of security groups.
foreach (SecurityGroup item in response.SecurityGroups)
{
Console.WriteLine("Security group: " + item.GroupId);
Console.WriteLine("\tGroupId: " + item.GroupId);
Console.WriteLine("\tGroupName: " + item.GroupName);
Console.WriteLine("\tVpcId: " + item.VpcId);
Console.WriteLine();
}

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDKEC2
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.EC2
クラス AmazonEC2Client
• 名前空間 Amazon.EC2.Model
クラスDescribeSecurityGroupsRequest
クラスDescribeSecurityGroupsResponse
クラス Filter
クラスSecurityGroup

コード
using System;
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using
using
using
using

System.Threading.Tasks;
System.Collections.Generic;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

namespace EC2EnumerateSecGroups
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
// Parse the command line
string vpcID = string.Empty;
if(args.Length == 0)
{
Console.WriteLine("\nEC2EnumerateSecGroups [vpc_id]");
Console.WriteLine(" vpc_id - The ID of the VPC for which you want to see security
groups.");
Console.WriteLine("\nSince you specified no arguments, showing all available
security groups.");
}
else
{
vpcID = args[0];
}
if(vpcID.StartsWith("vpc-") || string.IsNullOrEmpty(vpcID))
{
// Create an EC2 client object
var ec2Client = new AmazonEC2Client();
// Enumerate the security groups
await EnumerateGroups(ec2Client, vpcID);

}

}
else
{
Console.WriteLine("Could not find a valid VPC ID in the command-line arguments:");
Console.WriteLine($"{args[0]}");
}

//
// Method to enumerate the security groups
private static async Task EnumerateGroups(IAmazonEC2 ec2Client, string vpcID)
{
// A request object, in case we need it.
var request = new DescribeSecurityGroupsRequest();
// Put together the properties, if needed
if(!string.IsNullOrEmpty(vpcID))
{
// We have a VPC ID. Find the security groups for just that VPC.
Console.WriteLine($"\nGetting security groups for VPC {vpcID}...\n");
request.Filters.Add(new Filter
{
Name = "vpc-id",
Values = new List<string>() { vpcID }
});
}
// Get the list of security groups
DescribeSecurityGroupsResponse response =
await ec2Client.DescribeSecurityGroupsAsync(request);
// Display the list of security groups.
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}

}

}

foreach (SecurityGroup item in response.SecurityGroups)
{
Console.WriteLine("Security group: " + item.GroupId);
Console.WriteLine("\tGroupId: " + item.GroupId);
Console.WriteLine("\tGroupName: " + item.GroupName);
Console.WriteLine("\tVpcId: " + item.VpcId);
Console.WriteLine();
}

追加の考慮事項
• VPC の場合、フィルターの名前と値のペアの Name の部分が「vpc-id」に設定されている点に注目して
ください。この名前は、の説明に由来していますFiltersの財産DescribeSecurityGroupsRequestクラ
スクラスクラスクラス
• セキュリティグループの完全なリストを取得するには、以下の方法もあります。
DescribeSecurityGroupsAsync パラメータなし。
• Amazon EC2 コンソールでセキュリティグループのリストを確認することにより、結果を検証できま
す。

セキュリティグループの作成
この例では、AWS SDK for .NET を使用してセキュリティグループを作成する方法を紹介します。既存の
VPC の ID を指定して、VPC 内の EC2 用のセキュリティグループを作成できます。ID を指定しない場
合、お使いの AWS アカウントで EC2-Classic がサポートされていれば、新しいセキュリティグループは
EC2-Classic 用になります。
VPC ID を指定しておらず、お使いの AWS アカウントで EC2-Classic がサポートされていない場合、新し
いセキュリティグループはお使いのアカウントのデフォルト VPC に属します。詳細については、親セク
ションにある VPC 内の EC2 と EC2-Classic の違いに関する参照情報 (Amazon EC2 でのセキュリティグ
ループの使用 (p. 117)).
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 122)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• 既存のセキュリティグループを検索する (p. 120)
• セキュリティグループの作成 (p. 121)
• コード全文 (p. 122)

既存のセキュリティグループを検索する
次のスニペットでは、指定された名前を持つ既存のセキュリティグループを指定された VPC 内で検索しま
す。
このトピックの最後 (p. 122)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to determine if a security group with the specified name
// already exists in the VPC
private static async Task<List<SecurityGroup>> FindSecurityGroups(
IAmazonEC2 ec2Client, string groupName, string vpcID)
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}

var request = new DescribeSecurityGroupsRequest();
request.Filters.Add(new Filter{
Name = "group-name",
Values = new List<string>() { groupName }
});
if(!string.IsNullOrEmpty(vpcID))
request.Filters.Add(new Filter{
Name = "vpc-id",
Values = new List<string>() { vpcID }
});
var response = await ec2Client.DescribeSecurityGroupsAsync(request);
return response.SecurityGroups;

セキュリティグループの作成
次のスニペットでは、指定された名前のグループが指定された VPC に存在しない場合に、新しいセキュリ
ティグループを作成します。VPC が指定されず、指定された名前のグループが 1 つ以上存在する場合、ス
ニペットは単にグループのリストを返します。
このトピックの最後 (p. 122)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to create a new security group (either EC2-Classic or EC2-VPC)
// If vpcID is empty, the security group will be for EC2-Classic
private static async Task<List<SecurityGroup>> CreateSecurityGroup(
IAmazonEC2 ec2Client, string groupName, string vpcID)
{
// See if one or more security groups with that name
// already exist in the given VPC. If so, return the list of them.
var securityGroups = await FindSecurityGroups(ec2Client, groupName, vpcID);
if (securityGroups.Count > 0)
{
Console.WriteLine(
$"\nOne or more security groups with name {groupName} already exist.\n");
return securityGroups;
}
// If the security group doesn't already exists, create it.
var createRequest = new CreateSecurityGroupRequest{
GroupName = groupName
};
if(string.IsNullOrEmpty(vpcID))
{
createRequest.Description = "My .NET example security group for EC2-Classic";
}
else
{
createRequest.VpcId = vpcID;
createRequest.Description = "My .NET example security group for EC2-VPC";
}
CreateSecurityGroupResponse createResponse =
await ec2Client.CreateSecurityGroupAsync(createRequest);

}

// Return the new security group
DescribeSecurityGroupsResponse describeResponse =
await ec2Client.DescribeSecurityGroupsAsync(new DescribeSecurityGroupsRequest{
GroupIds = new List<string>() { createResponse.GroupId }
});
return describeResponse.SecurityGroups;
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コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDKEC2
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.EC2
クラス AmazonEC2Client
• 名前空間 Amazon.EC2.Model
クラスCreateSecurityGroupRequest
クラスCreateSecurityGroupResponse
クラスDescribeSecurityGroupsRequest
クラスDescribeSecurityGroupsResponse
クラス Filter
クラスSecurityGroup

コード
using
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
System.Collections.Generic;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

namespace EC2CreateSecGroup
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to create a security group
class Program
{
private const int MaxArgs = 2;
static async Task Main(string[] args)
{
// Parse the command line and show help if necessary
var parsedArgs = CommandLine.Parse(args);
if(parsedArgs.Count == 0)
{
PrintHelp();
return;
}
if(parsedArgs.Count > MaxArgs)
CommandLine.ErrorExit("\nThe number of command-line arguments is incorrect." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");
// Get the application arguments from the parsed list
var groupName = CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-g", "--group-name");
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var vpcID = CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-v", "--vpc-id");
if(string.IsNullOrEmpty(groupName))
CommandLine.ErrorExit("\nYou must supply a name for the new group." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");
if(!string.IsNullOrEmpty(vpcID) && !vpcID.StartsWith("vpc-"))
CommandLine.ErrorExit($"\nNot a valid VPC ID: {vpcID}");

}

// groupName has a value and vpcID either has a value or is null (which is fine)
// Create the new security group and display information about it
var securityGroups =
await CreateSecurityGroup(new AmazonEC2Client(), groupName, vpcID);
Console.WriteLine("Information about the security group(s):");
foreach(var group in securityGroups)
{
Console.WriteLine($"\nGroupName: {group.GroupName}");
Console.WriteLine($"GroupId: {group.GroupId}");
Console.WriteLine($"Description: {group.Description}");
Console.WriteLine($"VpcId (if any): {group.VpcId}");
}

//
// Method to create a new security group (either EC2-Classic or EC2-VPC)
// If vpcID is empty, the security group will be for EC2-Classic
private static async Task<List<SecurityGroup>> CreateSecurityGroup(
IAmazonEC2 ec2Client, string groupName, string vpcID)
{
// See if one or more security groups with that name
// already exist in the given VPC. If so, return the list of them.
var securityGroups = await FindSecurityGroups(ec2Client, groupName, vpcID);
if (securityGroups.Count > 0)
{
Console.WriteLine(
$"\nOne or more security groups with name {groupName} already exist.\n");
return securityGroups;
}
// If the security group doesn't already exists, create it.
var createRequest = new CreateSecurityGroupRequest{
GroupName = groupName
};
if(string.IsNullOrEmpty(vpcID))
{
createRequest.Description = "Security group for .NET code example (no VPC
specified)";
}
else
{
createRequest.VpcId = vpcID;
createRequest.Description = "Security group for .NET code example (VPC: " + vpcID +
")";
}
CreateSecurityGroupResponse createResponse =
await ec2Client.CreateSecurityGroupAsync(createRequest);

}

// Return the new security group
DescribeSecurityGroupsResponse describeResponse =
await ec2Client.DescribeSecurityGroupsAsync(new DescribeSecurityGroupsRequest{
GroupIds = new List<string>() { createResponse.GroupId }
});
return describeResponse.SecurityGroups;

//

123

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
Amazon EC2
// Method to determine if a security group with the specified name
// already exists in the VPC
private static async Task<List<SecurityGroup>> FindSecurityGroups(
IAmazonEC2 ec2Client, string groupName, string vpcID)
{
var request = new DescribeSecurityGroupsRequest();
request.Filters.Add(new Filter{
Name = "group-name",
Values = new List<string>() { groupName }
});
if(!string.IsNullOrEmpty(vpcID))
request.Filters.Add(new Filter{
Name = "vpc-id",
Values = new List<string>() { vpcID }
});

}

}

var response = await ec2Client.DescribeSecurityGroupsAsync(request);
return response.SecurityGroups;

//
// Command-line help
private static void PrintHelp()
{
Console.WriteLine(
"\nUsage: EC2CreateSecGroup -g <group-name> [-v <vpc-id>]" +
"\n -g, --group-name: The name you would like the new security group to have." +
"\n -v, --vpc-id: The ID of a VPC to which the new security group will belong." +
"\n
If vpc-id isn't present, the security group will be" +
"\n
for EC2-Classic (if your AWS account supports this)" +
"\n
or will use the default VCP for EC2-VPC.");
}

// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class that represents a command line on the console or terminal.
// (This is the same for all examples. When you have seen it once, you can ignore it.)
static class CommandLine
{
//
// Method to parse a command line of the form: "--key value" or "-k value".
//
// Parameters:
// - args: The command-line arguments passed into the application by the system.
//
// Returns:
// A Dictionary with string Keys and Values.
//
// If a key is found without a matching value, Dictionary.Value is set to the key
// (including the dashes).
// If a value is found without a matching key, Dictionary.Key is set to "--NoKeyN",
// where "N" represents sequential numbers.
public static Dictionary<string,string> Parse(string[] args)
{
var parsedArgs = new Dictionary<string,string>();
int i = 0, n = 0;
while(i < args.Length)
{
// If the first argument in this iteration starts with a dash it's an option.
if(args[i].StartsWith("-"))
{
var key = args[i++];
var value = key;
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}

}
}

// Check to see if there's a value that goes with this option?
if((i < args.Length) && (!args[i].StartsWith("-"))) value = args[i++];
parsedArgs.Add(key, value);

// If the first argument in this iteration doesn't start with a dash, it's a value
else
{
parsedArgs.Add("--NoKey" + n.ToString(), args[i++]);
n++;
}

return parsedArgs;

//
// Method to get an argument from the parsed command-line arguments
//
// Parameters:
// - parsedArgs: The Dictionary object returned from the Parse() method (shown above).
// - defaultValue: The default string to return if the specified key isn't in
parsedArgs.
// - keys: An array of keys to look for in parsedArgs.
public static string GetArgument(
Dictionary<string,string> parsedArgs, string defaultReturn, params string[] keys)
{
string retval = null;
foreach(var key in keys)
if(parsedArgs.TryGetValue(key, out retval)) break;
return retval ?? defaultReturn;
}

}

//
// Method to exit the application with an error.
public static void ErrorExit(string msg, int code=1)
{
Console.WriteLine("\nError");
Console.WriteLine(msg);
Environment.Exit(code);
}

}

セキュリティグループの更新
この例では、AWS SDK for .NET を使用してセキュリティグループにルールを追加する方法を紹介しま
す。特にこの例では、特定の TCP ポートでインバウンドトラフィックを許可するルールを追加します。
これは、EC2 インスタンスへのリモート接続などに使用できます。アプリケーションは、既存のセキュリ
ティグループの ID、CIDR 形式の IP アドレス (またはアドレス範囲)、およびオプションで TCP ポート番
号を取得します。アプリケーションは次に、指定されたセキュリティグループにインバウンドルールを追
加します。

Note
この例を使用するには、CIDR 形式の IP アドレス (またはアドレス範囲) が必要です。お使いの
ローカルコンピュータの IP アドレスを取得する方法については、このトピックの最後にある追加
の考慮事項を参照してください。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 126)が示されており、そのままビルドして実行できます。
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トピック
• インバウンドルールの追加 (p. 126)
• コード全文 (p. 126)
• 追加の考慮事項 (p. 129)

インバウンドルールの追加
次のスニペットでは、セキュリティグループに特定の IP アドレス (または範囲) および TCP ポートのイン
バウンドルールを追加します。
このトピックの最後 (p. 126)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method that adds a TCP ingress rule to a security group
private static async Task AddIngressRule(
IAmazonEC2 eC2Client, string groupID, string ipAddress, int port)
{
// Create an object to hold the request information for the rule.
// It uses an IpPermission object to hold the IP information for the rule.
var ingressRequest = new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest{
GroupId = groupID};
ingressRequest.IpPermissions.Add(new IpPermission{
IpProtocol = "tcp",
FromPort = port,
ToPort = port,
Ipv4Ranges = new List<IpRange>() { new IpRange { CidrIp = ipAddress } }
});

}

// Create the inbound rule for the security group
AuthorizeSecurityGroupIngressResponse responseIngress =
await eC2Client.AuthorizeSecurityGroupIngressAsync(ingressRequest);
Console.WriteLine($"\nNew RDP rule was written in {groupID} for {ipAddress}.");
Console.WriteLine($"Result: {responseIngress.HttpStatusCode}");

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDKEC2
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.EC2
クラス AmazonEC2Client
• 名前空間 Amazon.EC2.Model
クラスAuthorizeSecurityGroupIngressRequest
クラスAuthorizeSecurityGroupIngressResponse
クラスIpPermission
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クラスIpRange

コード
using
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
System.Collections.Generic;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

namespace EC2AddRuleForRDP
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to add a rule that allows inbound traffic on TCP a port
class Program
{
private const int DefaultPort = 3389;
static async Task Main(string[] args)
{
// Parse the command line and show help if necessary
var parsedArgs = CommandLine.Parse(args);
if(parsedArgs.Count == 0)
{
PrintHelp();
return;
}
// Get the application arguments from the parsed list
var groupID = CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-g", "--group-id");
var ipAddress = CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-i", "--ip-address");
var portStr = CommandLine.GetArgument(parsedArgs, DefaultPort.ToString(), "-p", "-port");
if(string.IsNullOrEmpty(ipAddress))
CommandLine.ErrorExit("\nYou must supply an IP address in CIDR format.");
if(string.IsNullOrEmpty(groupID) || !groupID.StartsWith("sg-"))
CommandLine.ErrorExit("\nThe ID for a security group is missing or incorrect.");
if(int.Parse(portStr) == 0)
CommandLine.ErrorExit($"\nThe given TCP port number, {portStr}, isn't allowed.");

}

// Add a rule to the given security group that allows
// inbound traffic on a TCP port
await AddIngressRule(
new AmazonEC2Client(), groupID, ipAddress, int.Parse(portStr));

//
// Method that adds a TCP ingress rule to a security group
private static async Task AddIngressRule(
IAmazonEC2 eC2Client, string groupID, string ipAddress, int port)
{
// Create an object to hold the request information for the rule.
// It uses an IpPermission object to hold the IP information for the rule.
var ingressRequest = new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest{
GroupId = groupID};
ingressRequest.IpPermissions.Add(new IpPermission{
IpProtocol = "tcp",
FromPort = port,
ToPort = port,
Ipv4Ranges = new List<IpRange>() { new IpRange { CidrIp = ipAddress } }
});
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}

// Create the inbound rule for the security group
AuthorizeSecurityGroupIngressResponse responseIngress =
await eC2Client.AuthorizeSecurityGroupIngressAsync(ingressRequest);
Console.WriteLine($"\nNew RDP rule was written in {groupID} for {ipAddress}.");
Console.WriteLine($"Result: {responseIngress.HttpStatusCode}");

//
// Command-line help
private static void PrintHelp()
{
Console.WriteLine(
"\nUsage: EC2AddRuleForRDP -g <group-id> -i <ip-address> [-p <port>]" +
"\n -g, --group-id: The ID of the security group to which you want to add the
inbound rule." +
"\n -i, --ip-address: An IP address or address range in CIDR format." +
"\n -p, --port: The TCP port number. Defaults to 3389.");
}
}
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class that represents a command line on the console or terminal.
// (This is the same for all examples. When you have seen it once, you can ignore it.)
static class CommandLine
{
//
// Method to parse a command line of the form: "--key value" or "-k value".
//
// Parameters:
// - args: The command-line arguments passed into the application by the system.
//
// Returns:
// A Dictionary with string Keys and Values.
//
// If a key is found without a matching value, Dictionary.Value is set to the key
// (including the dashes).
// If a value is found without a matching key, Dictionary.Key is set to "--NoKeyN",
// where "N" represents sequential numbers.
public static Dictionary<string,string> Parse(string[] args)
{
var parsedArgs = new Dictionary<string,string>();
int i = 0, n = 0;
while(i < args.Length)
{
// If the first argument in this iteration starts with a dash it's an option.
if(args[i].StartsWith("-"))
{
var key = args[i++];
var value = key;

}

}

// Check to see if there's a value that goes with this option?
if((i < args.Length) && (!args[i].StartsWith("-"))) value = args[i++];
parsedArgs.Add(key, value);

// If the first argument in this iteration doesn't start with a dash, it's a value
else
{
parsedArgs.Add("--NoKey" + n.ToString(), args[i++]);
n++;
}
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}

return parsedArgs;

//
// Method to get an argument from the parsed command-line arguments
//
// Parameters:
// - parsedArgs: The Dictionary object returned from the Parse() method (shown above).
// - defaultValue: The default string to return if the specified key isn't in
parsedArgs.
// - keys: An array of keys to look for in parsedArgs.
public static string GetArgument(
Dictionary<string,string> parsedArgs, string defaultReturn, params string[] keys)
{
string retval = null;
foreach(var key in keys)
if(parsedArgs.TryGetValue(key, out retval)) break;
return retval ?? defaultReturn;
}

}

//
// Method to exit the application with an error.
public static void ErrorExit(string msg, int code=1)
{
Console.WriteLine("\nError");
Console.WriteLine(msg);
Environment.Exit(code);
}

}

追加の考慮事項
• ポート番号を指定しない場合、アプリケーションはデフォルトでポート 3389 を使用します。これは
Windows RDP 用のポートで、Windows が動作している EC2 インスタンスに接続できるようになりま
す。Linux が動作している EC2 インスタンスを起動する場合は、代わりに TCP ポート 22 (SSH) を使用
できます。
• 例では IpProtocol が「tcp」にセットされている点に注目してください。の値IpProtocol用ユー
ザー用ユーザー用ユーザー用ユーザー用ユーザー用ユーザー説明IpProtocolの財産IpPermissionクラ
スクラスクラスクラス
• この例を使用する際に、お使いのローカルコンピュータの IP アドレスを確認する必要があるかもしれま
せん。アドレスを取得する方法を以下にいくつか示します。
• EC2 インスタンスに接続するローカルコンピュータが静的パブリック IP アドレスを持ってい
る場合は、サービスを使用してそのアドレスを取得できます。サービスの一例としては http://
checkip.amazonaws.com/ があります。インバウンドトラフィックの承認について詳しくは、Linux イ
ンスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはAmazon EC2 用ユーザー用ユーザー用ユーザーガイ
ド。
• ローカルコンピュータの IP アドレスを取得する別の方法として、Amazon EC2 コンソールを使用で
きます。
いずれかのセキュリティグループを選択し、[Inbound rules] (インバウンドルール) タブをクリックし
て [Edit inbound rules] (インバウンドのルールの編集) を選択します。インバウンドルールで [Source]
(送信元) 列にあるドロップダウンメニューを開き、[My IP] (マイ IP) を選択して、ローカルコンピュー
タの IP アドレスを CIDR 形式で表示します。必ず操作を [Cancel] (キャンセル) するようにしてくだ
さい。
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• Amazon EC2 コンソールでセキュリティグループのリストを確認することにより、この例の結果を検証
できます。

Amazon EC2 のキーペアの使用
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
で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。EC2 インスタンスにログインする
場合、インスタンスの起動時にキーペアを指定し、接続時にキーペアのプライベートキーを指定する必要
があります。
EC2 インスタンスを起動する際、キーペアを作成することもできますし、他のインスタンスの起動時に既
に使用済みのキーペアを使用することもできます。Amazon EC2 のキーペアの詳細については、「」を参
照してください。Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはAmazon EC2 用ユーザー用
ユーザー用ユーザーガイド。
API の詳細と前提条件については、親セクション (Amazon EC2 の使用 (p. 116)) を参照してください。
トピック
• キーペアの作成と表示 (p. 130)
• キーペアの削除 (p. 134)

キーペアの作成と表示
以下の例では、AWS SDK for .NET を使用してキーペアを作成する方法を示します。アプリケーション
は、新しいキーペア名と PEM ファイル名 (拡張子は「.pem」) を受け取ります。そしてキーペアを作成
し、プライベートキーを PEM ファイルに書き込み、使用可能なすべてのキーペアを表示します。コマン
ドライン引数を指定しない場合、アプリケーションは単に使用可能なすべてのキーペアを表示します。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 131)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• キーペアを作成する (p. 130)
• 使用可能なキーペアの表示 (p. 131)
• コード全文 (p. 131)
• 追加の考慮事項 (p. 134)

キーペアを作成する
次のスニペットではキーペアが作成され、指定された PEM ファイルにプライベートキーが保存されま
す。
このトピックの最後 (p. 131)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to create a key pair and save the key material in a PEM file
private static async Task CreateKeyPair(
IAmazonEC2 ec2Client, string keyPairName, string pemFileName)
{
// Create the key pair
CreateKeyPairResponse response =
await ec2Client.CreateKeyPairAsync(new CreateKeyPairRequest{
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KeyName = keyPairName
});
Console.WriteLine($"\nCreated new key pair: {response.KeyPair.KeyName}");

}

// Save the private key in a PEM file
using (var s = new FileStream(pemFileName, FileMode.Create))
using (var writer = new StreamWriter(s))
{
writer.WriteLine(response.KeyPair.KeyMaterial);
}

使用可能なキーペアの表示
次のスニペットでは、利用可能なキーペアのリストが表示されます。
このトピックの最後 (p. 131)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to show the key pairs that are available
private static async Task EnumerateKeyPairs(IAmazonEC2 ec2Client)
{
DescribeKeyPairsResponse response = await ec2Client.DescribeKeyPairsAsync();
Console.WriteLine("Available key pairs:");
foreach (KeyPairInfo item in response.KeyPairs)
Console.WriteLine($" {item.KeyName}");
}

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDKEC2
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.EC2
クラス AmazonEC2Client
• 名前空間 Amazon.EC2.Model
クラスCreateKeyPairRequest
クラスCreateKeyPairResponse
クラスDescribeKeyPairsResponse
クラスKeyPairInfo

コード
using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
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using Amazon.EC2;
using Amazon.EC2.Model;
using System.Collections.Generic;
namespace EC2CreateKeyPair
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to create and store a key pair
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
// Create the EC2 client
var ec2Client = new AmazonEC2Client();
// Parse the command line and show help if necessary
var parsedArgs = CommandLine.Parse(args);
if(parsedArgs.Count == 0)
{
// In the case of no command-line arguments,
// just show help and the existing key pairs
PrintHelp();
Console.WriteLine("\nNo arguments specified.");
Console.Write(
"Do you want to see a list of the existing key pairs? ((y) or n): ");
string response = Console.ReadLine();
if((string.IsNullOrEmpty(response)) || (response.ToLower() == "y"))
await EnumerateKeyPairs(ec2Client);
return;
}
// Get the application arguments from the parsed list
string keyPairName =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-k", "--keypair-name");
string pemFileName =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-p", "--pem-filename");
if(string.IsNullOrEmpty(keyPairName))
CommandLine.ErrorExit("\nNo key pair name specified." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");
if(string.IsNullOrEmpty(pemFileName) || !pemFileName.EndsWith(".pem"))
CommandLine.ErrorExit("\nThe PEM filename is missing or incorrect." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");

}

// Create the key pair
await CreateKeyPair(ec2Client, keyPairName, pemFileName);
await EnumerateKeyPairs(ec2Client);

//
// Method to create a key pair and save the key material in a PEM file
private static async Task CreateKeyPair(
IAmazonEC2 ec2Client, string keyPairName, string pemFileName)
{
// Create the key pair
CreateKeyPairResponse response =
await ec2Client.CreateKeyPairAsync(new CreateKeyPairRequest{
KeyName = keyPairName
});
Console.WriteLine($"\nCreated new key pair: {response.KeyPair.KeyName}");
// Save the private key in a PEM file
using (var s = new FileStream(pemFileName, FileMode.Create))
using (var writer = new StreamWriter(s))
{

132

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
Amazon EC2

}

}

writer.WriteLine(response.KeyPair.KeyMaterial);

//
// Method to show the key pairs that are available
private static async Task EnumerateKeyPairs(IAmazonEC2 ec2Client)
{
DescribeKeyPairsResponse response = await ec2Client.DescribeKeyPairsAsync();
Console.WriteLine("Available key pairs:");
foreach (KeyPairInfo item in response.KeyPairs)
Console.WriteLine($" {item.KeyName}");
}
//
// Command-line help
private static void PrintHelp()
{
Console.WriteLine(
"\nUsage: EC2CreateKeyPair -k <keypair-name> -p <pem-filename>" +
"\n -k, --keypair-name: The name you want to assign to the key pair." +
"\n -p, --pem-filename: The name of the PEM file to create, with a \".pem\"
extension.");
}
}
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class that represents a command line on the console or terminal.
// (This is the same for all examples. When you have seen it once, you can ignore it.)
static class CommandLine
{
//
// Method to parse a command line of the form: "--key value" or "-k value".
//
// Parameters:
// - args: The command-line arguments passed into the application by the system.
//
// Returns:
// A Dictionary with string Keys and Values.
//
// If a key is found without a matching value, Dictionary.Value is set to the key
// (including the dashes).
// If a value is found without a matching key, Dictionary.Key is set to "--NoKeyN",
// where "N" represents sequential numbers.
public static Dictionary<string,string> Parse(string[] args)
{
var parsedArgs = new Dictionary<string,string>();
int i = 0, n = 0;
while(i < args.Length)
{
// If the first argument in this iteration starts with a dash it's an option.
if(args[i].StartsWith("-"))
{
var key = args[i++];
var value = key;

}

// Check to see if there's a value that goes with this option?
if((i < args.Length) && (!args[i].StartsWith("-"))) value = args[i++];
parsedArgs.Add(key, value);

// If the first argument in this iteration doesn't start with a dash, it's a value

133

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
Amazon EC2

}
}

else
{
parsedArgs.Add("--NoKey" + n.ToString(), args[i++]);
n++;
}

return parsedArgs;

//
// Method to get an argument from the parsed command-line arguments
//
// Parameters:
// - parsedArgs: The Dictionary object returned from the Parse() method (shown above).
// - defaultValue: The default string to return if the specified key isn't in
parsedArgs.
// - keys: An array of keys to look for in parsedArgs.
public static string GetArgument(
Dictionary<string,string> parsedArgs, string defaultReturn, params string[] keys)
{
string retval = null;
foreach(var key in keys)
if(parsedArgs.TryGetValue(key, out retval)) break;
return retval ?? defaultReturn;
}

}

//
// Method to exit the application with an error.
public static void ErrorExit(string msg, int code=1)
{
Console.WriteLine("\nError");
Console.WriteLine(msg);
Environment.Exit(code);
}

}

追加の考慮事項
• この例を実行した後、Amazon EC2 コンソールで新しいキーペアを確認できます。
• キーペアの作成時に、返されたプライベートキーを必ず保存する必要があります。後でプライベート
キーを取得することはできないためです。

キーペアの削除
以下の例では、AWS SDK for .NET を使用してキーペアを削除する方法を示します。アプリケーションは
キーペア名を受け取ります。そのキーペアが削除された後に、使用可能なすべてのキーペアが表示されま
す。コマンドライン引数を指定しない場合、アプリケーションは単に使用可能なすべてのキーペアを表示
します。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 135)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• キーペアの削除 (p. 135)
• 使用可能なキーペアの表示 (p. 135)
• コード全文 (p. 135)
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キーペアの削除
次のスニペットでは、キーペアが削除されます。
このトピックの最後 (p. 135)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to delete a key pair
private static async Task DeleteKeyPair(IAmazonEC2 ec2Client, string keyName)
{
await ec2Client.DeleteKeyPairAsync(new DeleteKeyPairRequest{
KeyName = keyName});
Console.WriteLine($"\nKey pair {keyName} has been deleted (if it existed).");
}

使用可能なキーペアの表示
次のスニペットでは、利用可能なキーペアのリストが表示されます。
このトピックの最後 (p. 135)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to show the key pairs that are available
private static async Task EnumerateKeyPairs(IAmazonEC2 ec2Client)
{
DescribeKeyPairsResponse response = await ec2Client.DescribeKeyPairsAsync();
Console.WriteLine("Available key pairs:");
foreach (KeyPairInfo item in response.KeyPairs)
Console.WriteLine($" {item.KeyName}");
}

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDKEC2
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.EC2
クラス AmazonEC2Client
• 名前空間 Amazon.EC2.Model
クラスDeleteKeyPairRequest
クラスDescribeKeyPairsResponse
クラスKeyPairInfo

コード
using System;
using System.Threading.Tasks;
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using Amazon.EC2;
using Amazon.EC2.Model;
namespace EC2DeleteKeyPair
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
// Create the EC2 client
var ec2Client = new AmazonEC2Client();
if(args.Length == 1)
{
// Delete a key pair (if it exists)
await DeleteKeyPair(ec2Client, args[0]);
// Display the key pairs that are left
await EnumerateKeyPairs(ec2Client);

}

}
else
{
Console.WriteLine("\nUsage: EC2DeleteKeyPair keypair-name");
Console.WriteLine(" keypair-name - The name of the key pair you want to delete.");
Console.WriteLine("\nNo arguments specified.");
Console.Write(
"Do you want to see a list of the existing key pairs? ((y) or n): ");
string response = Console.ReadLine();
if((string.IsNullOrEmpty(response)) || (response.ToLower() == "y"))
await EnumerateKeyPairs(ec2Client);
}

//
// Method to delete a key pair
private static async Task DeleteKeyPair(IAmazonEC2 ec2Client, string keyName)
{
await ec2Client.DeleteKeyPairAsync(new DeleteKeyPairRequest{
KeyName = keyName});
Console.WriteLine($"\nKey pair {keyName} has been deleted (if it existed).");
}

}

}

//
// Method to show the key pairs that are available
private static async Task EnumerateKeyPairs(IAmazonEC2 ec2Client)
{
DescribeKeyPairsResponse response = await ec2Client.DescribeKeyPairsAsync();
Console.WriteLine("Available key pairs:");
foreach (KeyPairInfo item in response.KeyPairs)
Console.WriteLine($" {item.KeyName}");
}

Amazon EC2 のリージョンとアベイラビリティーゾーンの確認
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。それぞれのリージョンは地理別に区別された地域
であり、アベイラビリティーゾーンと呼ばれる複数の独立したロケーションを持っています。
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、「」を参照してください。Linux インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはAmazon EC2 用ユーザー用ユーザー用ユーザーガイド。
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この例では、AWS SDK for .NET を使用して EC2 クライアントに関連付けられたリージョンとアベイラビ
リティーゾーンの詳細を取得する方法を示します。アプリケーションは、EC2 クライアントで使用可能な
リージョンとアベイラビリティーゾーンのリストを表示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDKEC2
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.EC2
クラス AmazonEC2Client
• 名前空間 Amazon.EC2.Model
クラスDescribeAvailabilityZonesResponse
クラスDescribeRegionsResponse
クラスAvailabilityZone
クラス Region

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

namespace EC2RegionsAndZones
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(
"Finding the Regions and Availability Zones available to an EC2 client...");
// Create the EC2 client
var ec2Client = new AmazonEC2Client();

}

// Display the Regions and Availability Zones
await DescribeRegions(ec2Client);
await DescribeAvailabilityZones(ec2Client);

//
// Method to display Regions
private static async Task DescribeRegions(IAmazonEC2 ec2Client)
{
Console.WriteLine("\nRegions that are enabled for the EC2 client:");
DescribeRegionsResponse response = await ec2Client.DescribeRegionsAsync();
foreach (Region region in response.Regions)
Console.WriteLine(region.RegionName);
}
//
// Method to display Availability Zones
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}

}

private static async Task DescribeAvailabilityZones(IAmazonEC2 ec2Client)
{
Console.WriteLine("\nAvailability Zones for the EC2 client's region:");
DescribeAvailabilityZonesResponse response =
await ec2Client.DescribeAvailabilityZonesAsync();
foreach (AvailabilityZone az in response.AvailabilityZones)
Console.WriteLine(az.ZoneName);
}

Amazon EC2 インスタンスの使用
AWS SDK for .NET を使用すると、作成、開始、終了などの操作を通じて Amazon EC2 インスタンス
を制御することができます。このセクションのトピックでは、その方法についての例をいくつか示し
ます。EC2 インスタンスの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまた
はAmazon EC2 用ユーザー用ユーザー用ユーザーガイド
API の詳細と前提条件については、親セクション (Amazon EC2 の使用 (p. 116)) を参照してください。
トピック
• Amazon EC2 インスタンスの起動 (p. 138)
• Amazon EC2 インスタンスの終了 (p. 149)

Amazon EC2 インスタンスの起動
この例では AWS SDK for .NET を使用して、同じ Amazon Machine Image (AMI) からまったく同じ内容に
設定された 1 つ以上の Amazon EC2 インスタンスを起動する方法を示します。アプリケーションは指定さ
れた複数の入力 (p. 139)を使用して EC2 インスタンスを起動し、インスタンスが「Pending」状態でな
くなるまでインスタンスを監視します。
EC2 インスタンスが実行中の場合、「(オプション) インスタンスへの接続 (p. 146)」の説明に従ってイ
ンスタンスにリモートで接続できます。
VPC 内の EC2 インスタンス、または (お使いの AWS アカウントがサポートしている場合) EC2-Classic
のインスタンスを起動できます。VPC 内の EC2 と EC2-Classic の違いの詳細については、Linux インスタ
ンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはAmazon EC2 用ユーザー用ユーザー用ユーザーガイド。

Warning
2022 年 8 月 15 日に、EC2-Classic の提供を終了します。EC2-Classic は、VPC への移行をお勧
めします。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはWindows
インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「EC2-Classic から VPC への移行」を参照して
ください。ブログ記事「EC2-Classic Networking は販売終了になります — 準備方法はこちら」も
参照してください。
以下のセクションでは、この例のスニペットとその他の情報を確認できます。スニペットの下には、この
例のコードの全文 (p. 141)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
•
•
•
•
•

必要な要素を集める (p. 139)
インスタンスの起動 (p. 139)
インスタンスのモニタリング (p. 140)
コード全文 (p. 141)
追加の考慮事項 (p. 145)

• (オプション) インスタンスへの接続 (p. 146)
• クリーンアップ (p. 149)
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必要な要素を集める
EC2 インスタンスを起動するには、いくつかの要素が必要です。
• インスタンスを起動する場所である VPC。Windows インスタンスに RDP 経由で接続する場合、VPC
にはインターネットゲートウェイが添付され、そのルートテーブル内にインターネットゲートウェイへ
のエントリを持つ必要があるのが普通です。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「イン
ターネットゲートウェイ」を参照してください。
• インスタンスを起動する VPC 内の既存サブネットの ID。これを見つけたり作成したりする簡単な方法
は、ログインすることですAmazon VPC コンソール、しかしこれを使ってプログラムで取得することも
できますCreateSubnetAsyncそしてDescribeSubnetsAsync方法方法方法メソ

Note
もしお使いの AWS アカウントで EC2-Classic がサポートされていて、起動するインスタンス
の種類が EC2-Classic である場合、このパラメータは必要ありません。しかし、お使いのアカ
ウントで EC2-Classic がサポートされておらず、このパラメータも指定されていない場合、新
しいインスタンスはアカウントのデフォルトの VPC で起動します。
• インスタンスを起動する VPC に属する既存のセキュリティグループの ID。詳細については、「Amazon
EC2 でのセキュリティグループの使用 (p. 117)」を参照してください。
• 新しいインスタンスに接続する場合は、前述のセキュリティグループにポート 22 で SSH トラフィッ
クを許可する (Linux インスタンス) か、またはポート 3389 で RDP トラフィックを許可する (Windows
インスタンス) 適切なインバウンドルールが設定されている必要があります。設定の方法については、
「セキュリティグループの更新 (p. 125)」を参照してください (トピックの最後近くにある「追加の考
慮事項 (p. 129)」を含む)。
• インスタンスの作成に使用する Amazon マシンイメージ (AMI)。AMI に関する情報は、Linux インスタ
ンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはAmazon EC2 用ユーザー用ユーザー用ユーザーガイド。たと
えば、共有 AMI については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはAmazon EC2 用
ユーザー用ユーザー用ユーザーガイド。
• 既存の EC2 キーペア名。これは新しいインスタンスへの接続に使用されます。詳細については、
「Amazon EC2 のキーペアの使用 (p. 130)」を参照してください。
• 前述の EC2 キーペアのプライベートキーを含む PEM ファイルの名前。PEM ファイルは、インスタン
スにリモートで接続する (p. 146)場合に使用されます。

インスタンスの起動
次のスニペットでは、EC2 インスタンスが起動します。
このトピックの最後付近 (p. 141)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to launch the instances
// Returns a list with the launched instance IDs
private static async Task<List<string>> LaunchInstances(
IAmazonEC2 ec2Client, RunInstancesRequest requestLaunch)
{
var instanceIds = new List<string>();
RunInstancesResponse responseLaunch =
await ec2Client.RunInstancesAsync(requestLaunch);
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Console.WriteLine("\nNew instances have been created.");
foreach (Instance item in responseLaunch.Reservation.Instances)
{
instanceIds.Add(item.InstanceId);
Console.WriteLine($" New instance: {item.InstanceId}");
}
}

return instanceIds;

インスタンスのモニタリング
次のスニペットでは、インスタンスが「Pending」状態でなくなるまでインスタンスを監視します。
このトピックの最後あたり (p. 141)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
フレームワークの使用の詳細については、InstanceStateの有効な値のクラスInstance.State.Code財
産。
//
// Method to wait until the instances are running (or at least not pending)
private static async Task CheckState(IAmazonEC2 ec2Client, List<string> instanceIds)
{
Console.WriteLine(
"\nWaiting for the instances to start." +
"\nPress any key to stop waiting. (Response might be slightly delayed.)");
int numberRunning;
DescribeInstancesResponse responseDescribe;
var requestDescribe = new DescribeInstancesRequest{
InstanceIds = instanceIds};
// Check every couple of seconds
int wait = 2000;
while(true)
{
// Get and check the status for each of the instances to see if it's past pending.
// Once all instances are past pending, break out.
// (For this example, we are assuming that there is only one reservation.)
Console.Write(".");
numberRunning = 0;
responseDescribe = await ec2Client.DescribeInstancesAsync(requestDescribe);
foreach(Instance i in responseDescribe.Reservations[0].Instances)
{
// Check the lower byte of State.Code property
// Code == 0 is the pending state
if((i.State.Code & 255) > 0) numberRunning++;
}
if(numberRunning == responseDescribe.Reservations[0].Instances.Count)
break;

}

// Wait a bit and try again (unless the user wants to stop waiting)
Thread.Sleep(wait);
if(Console.KeyAvailable)
break;

Console.WriteLine("\nNo more instances are pending.");
foreach(Instance i in responseDescribe.Reservations[0].Instances)
{
Console.WriteLine($"For {i.InstanceId}:");
Console.WriteLine($" VPC ID: {i.VpcId}");
Console.WriteLine($" Instance state: {i.State.Name}");
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}

}

Console.WriteLine($"
Console.WriteLine($"
Console.WriteLine($"

Public IP address: {i.PublicIpAddress}");
Public DNS name: {i.PublicDnsName}");
Key pair name: {i.KeyName}");

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDKEC2
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.EC2
クラス AmazonEC2Client
クラスInstanceType
• 名前空間 Amazon.EC2.Model
クラスDescribeInstancesRequest
クラスDescribeInstancesResponse
クラス Instance
クラスInstanceNetworkInterfaceSpecification
クラスRunInstancesRequest
クラスRunInstancesResponse

コード
using
using
using
using
using
using

System;
System.Threading;
System.Threading.Tasks;
System.Collections.Generic;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

namespace EC2LaunchInstance
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to launch an EC2 instance
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
// Parse the command line and show help if necessary
var parsedArgs = CommandLine.Parse(args);
if(parsedArgs.Count == 0)
{
PrintHelp();
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}

return;

// Get the application arguments from the parsed list
string groupID =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-g", "--group-id");
string ami =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-a", "--ami-id");
string keyPairName =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-k", "--keypair-name");
string subnetID =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-s", "--subnet-id");
if(
(string.IsNullOrEmpty(groupID) || !groupID.StartsWith("sg-"))
|| (string.IsNullOrEmpty(ami) || !ami.StartsWith("ami-"))
|| (string.IsNullOrEmpty(keyPairName))
|| (!string.IsNullOrEmpty(subnetID) && !subnetID.StartsWith("subnet-")))
CommandLine.ErrorExit(
"\nOne or more of the required arguments is missing or incorrect." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");
// Create an EC2 client
var ec2Client = new AmazonEC2Client();
// Create an object with the necessary properties
RunInstancesRequest request = GetRequestData(groupID, ami, keyPairName, subnetID);

}

// Launch the instances and wait for them to start running
var instanceIds = await LaunchInstances(ec2Client, request);
await CheckState(ec2Client, instanceIds);

//
// Method to put together the properties needed to launch the instance.
private static RunInstancesRequest GetRequestData(
string groupID, string ami, string keyPairName, string subnetID)
{
// Common properties
var groupIDs = new List<string>() { groupID };
var request = new RunInstancesRequest()
{
// The first three of these would be additional command-line arguments or similar.
InstanceType = InstanceType.T1Micro,
MinCount = 1,
MaxCount = 1,
ImageId = ami,
KeyName = keyPairName
};
// Properties specifically for EC2 in a VPC.
if(!string.IsNullOrEmpty(subnetID))
{
request.NetworkInterfaces =
new List<InstanceNetworkInterfaceSpecification>() {
new InstanceNetworkInterfaceSpecification() {
DeviceIndex = 0,
SubnetId = subnetID,
Groups = groupIDs,
AssociatePublicIpAddress = true
}
};
}
// Properties specifically for EC2-Classic
else
{
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}

request.SecurityGroupIds = groupIDs;
}
return request;

//
// Method to launch the instances
// Returns a list with the launched instance IDs
private static async Task<List<string>> LaunchInstances(
IAmazonEC2 ec2Client, RunInstancesRequest requestLaunch)
{
var instanceIds = new List<string>();
RunInstancesResponse responseLaunch =
await ec2Client.RunInstancesAsync(requestLaunch);
Console.WriteLine("\nNew instances have been created.");
foreach (Instance item in responseLaunch.Reservation.Instances)
{
instanceIds.Add(item.InstanceId);
Console.WriteLine($" New instance: {item.InstanceId}");
}
}

return instanceIds;

//
// Method to wait until the instances are running (or at least not pending)
private static async Task CheckState(IAmazonEC2 ec2Client, List<string> instanceIds)
{
Console.WriteLine(
"\nWaiting for the instances to start." +
"\nPress any key to stop waiting. (Response might be slightly delayed.)");
int numberRunning;
DescribeInstancesResponse responseDescribe;
var requestDescribe = new DescribeInstancesRequest{
InstanceIds = instanceIds};
// Check every couple of seconds
int wait = 2000;
while(true)
{
// Get and check the status for each of the instances to see if it's past pending.
// Once all instances are past pending, break out.
// (For this example, we are assuming that there is only one reservation.)
Console.Write(".");
numberRunning = 0;
responseDescribe = await ec2Client.DescribeInstancesAsync(requestDescribe);
foreach(Instance i in responseDescribe.Reservations[0].Instances)
{
// Check the lower byte of State.Code property
// Code == 0 is the pending state
if((i.State.Code & 255) > 0) numberRunning++;
}
if(numberRunning == responseDescribe.Reservations[0].Instances.Count)
break;

}

// Wait a bit and try again (unless the user wants to stop waiting)
Thread.Sleep(wait);
if(Console.KeyAvailable)
break;

Console.WriteLine("\nNo more instances are pending.");
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}

foreach(Instance i in responseDescribe.Reservations[0].Instances)
{
Console.WriteLine($"For {i.InstanceId}:");
Console.WriteLine($" VPC ID: {i.VpcId}");
Console.WriteLine($" Instance state: {i.State.Name}");
Console.WriteLine($" Public IP address: {i.PublicIpAddress}");
Console.WriteLine($" Public DNS name: {i.PublicDnsName}");
Console.WriteLine($" Key pair name: {i.KeyName}");
}

//
// Command-line help
private static void PrintHelp()
{
Console.WriteLine(
"\nUsage: EC2LaunchInstance -g <group-id> -a <ami-id> -k <keypair-name> [-s
<subnet-id>]" +
"\n -g, --group-id: The ID of the security group." +
"\n -a, --ami-id: The ID of an Amazon Machine Image." +
"\n -k, --keypair-name - The name of a key pair." +
"\n -s, --subnet-id: The ID of a subnet. Required only for EC2 in a VPC.");
}
}
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class that represents a command line on the console or terminal.
// (This is the same for all examples. When you have seen it once, you can ignore it.)
static class CommandLine
{
//
// Method to parse a command line of the form: "--key value" or "-k value".
//
// Parameters:
// - args: The command-line arguments passed into the application by the system.
//
// Returns:
// A Dictionary with string Keys and Values.
//
// If a key is found without a matching value, Dictionary.Value is set to the key
// (including the dashes).
// If a value is found without a matching key, Dictionary.Key is set to "--NoKeyN",
// where "N" represents sequential numbers.
public static Dictionary<string,string> Parse(string[] args)
{
var parsedArgs = new Dictionary<string,string>();
int i = 0, n = 0;
while(i < args.Length)
{
// If the first argument in this iteration starts with a dash it's an option.
if(args[i].StartsWith("-"))
{
var key = args[i++];
var value = key;

}

// Check to see if there's a value that goes with this option?
if((i < args.Length) && (!args[i].StartsWith("-"))) value = args[i++];
parsedArgs.Add(key, value);

// If the first argument in this iteration doesn't start with a dash, it's a value
else
{
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}
}

}

parsedArgs.Add("--NoKey" + n.ToString(), args[i++]);
n++;

return parsedArgs;

//
// Method to get an argument from the parsed command-line arguments
//
// Parameters:
// - parsedArgs: The Dictionary object returned from the Parse() method (shown above).
// - defaultValue: The default string to return if the specified key isn't in
parsedArgs.
// - keys: An array of keys to look for in parsedArgs.
public static string GetArgument(
Dictionary<string,string> parsedArgs, string defaultReturn, params string[] keys)
{
string retval = null;
foreach(var key in keys)
if(parsedArgs.TryGetValue(key, out retval)) break;
return retval ?? defaultReturn;
}

}

//
// Method to exit the application with an error.
public static void ErrorExit(string msg, int code=1)
{
Console.WriteLine("\nError");
Console.WriteLine(msg);
Environment.Exit(code);
}

}

追加の考慮事項
• EC2 インスタンスの状態をチェックするときに、にフィルターを追加できますFilterの財
産DescribeInstancesRequestオブジェクト。この方法を使用すると、リクエストを特定のインスタンス
(ユーザーが指定した特定のタグを持つインスタンスなど) に制限できます。
• 時間短縮のために、いくつかのプロパティには代表的な値が与えられています。これらのプロパティの
一部またはすべてを、プログラムまたはユーザー入力で置き換えることができます。
• に使用できる値は次のとおりです。MinCountそしてMaxCountのプロパティRunInstancesRequestオ
ブジェクトは、ターゲットのアベイラビリティーゾーンと、インスタンスタイプに対して許可されて
いるインスタンスの最大数によって決まります。詳細については、「Amazon EC2 よくある質問」の
「Amazon EC2 ではいくつのインスタンスを実行できますか?」を参照してください。
• この例とは異なるインスタンスタイプを使用したい場合、いくつかのインスタンスタイプから選択でき
ます。Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはAmazon EC2 用ユーザー用ユーザー用
ユーザーガイド。
• インスタンスの起動時に、インスタンスに IAM ロール (p. 175)を添付することもできます。こ
れを行うには、を作成します。IamInstanceProfileSpecificationそのオブジェクトNameプロパティ
は IAM ロールの名前に設定されます。次に、そのオブジェクトをIamInstanceProfileの財
産RunInstancesRequestオブジェクト。
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Note
IAM ロールが添付された EC2 インスタンスを起動するには、IAM ユーザーの設定に特定のアク
セス許可が含まれている必要があります。必要な許可の詳細については、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイドまたはAmazon EC2 用ユーザー用ユーザー用ユーザーガイド。

(オプション) インスタンスへの接続
インスタンスが実行状態になったら、適切なリモートクライアントを使用してインスタンスにリモート接
続できます。Linux インスタンスと Windows インスタンスのいずれの場合も、インスタンスのパブリック
IP アドレスまたは公開 DNS 名が必要です。また、以下も必要になります。
Linux インスタンスの用ユーザー
SSH クライアントを使用して Linux インスタンスに接続できます。「セキュリティグループの更
新 (p. 125)」の説明に従って、インスタンスの起動時に使用したセキュリティグループで、ポート 22 で
の SSH トラフィックが許可されていることを確認します。
また、インスタンスの起動に使用したキーペアのプライベート部分、すなわち PEM ファイルも必要で
す。
詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Linux インスタンスへの接続」
を参照してください。
Windows 用ユーザー用ユーザー
RDP クライアントを使用してお使いのインスタンスに接続できます。「セキュリティグループの更
新 (p. 125)」の説明に従って、インスタンスの起動時に使用したセキュリティグループで、ポート 3389
での RDP トラフィックが許可されていることを確認します。
また、管理者パスワードも必要です。取得するには、以下のコード例を使用します。その際、インスタン
ス ID とインスタンスの起動に使用されたキーペアのプライベート部分、すなわち PEM ファイルが必要で
す。
詳細については、Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Windows インスタンスに接
続する」を参照してください。

Warning
このサンプルコードは、インスタンスの管理者パスワードをプレーンテキストで返します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDKEC2
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.EC2
クラス AmazonEC2Client
• 名前空間 Amazon.EC2.Model
クラスGetPasswordDataRequest
クラスGetPasswordDataResponse
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コード
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

namespace EC2GetWindowsPassword
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to get the Administrator password of a Windows EC2 instance
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
// Parse the command line and show help if necessary
var parsedArgs = CommandLine.Parse(args);
if(parsedArgs.Count == 0)
{
PrintHelp();
return;
}
// Get the application arguments from the parsed list
string instanceID =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-i", "--instance-id");
string pemFileName =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-p", "--pem-filename");
if(
(string.IsNullOrEmpty(instanceID) || !instanceID.StartsWith("i-"))
|| (string.IsNullOrEmpty(pemFileName) || !pemFileName.EndsWith(".pem")))
CommandLine.ErrorExit(
"\nOne or more of the required arguments is missing or incorrect." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");
// Create the EC2 client
var ec2Client = new AmazonEC2Client();

}

// Get and display the password
string password = await GetPassword(ec2Client, instanceID, pemFileName);
Console.WriteLine($"\nPassword: {password}");

//
// Method to get the administrator password of a Windows EC2 instance
private static async Task<string> GetPassword(
IAmazonEC2 ec2Client, string instanceID, string pemFilename)
{
string password = string.Empty;
GetPasswordDataResponse response =
await ec2Client.GetPasswordDataAsync(new GetPasswordDataRequest{
InstanceId = instanceID});
if(response.PasswordData != null)
{
password = response.GetDecryptedPassword(File.ReadAllText(pemFilename));
}
else
{
Console.WriteLine($"\nThe password is not available for instance {instanceID}.");
Console.WriteLine($"If this is a Windows instance, the password might not be
ready.");
}
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}

}

return password;

//
// Command-line help
private static void PrintHelp()
{
Console.WriteLine(
"\nUsage: EC2GetWindowsPassword -i <instance-id> -p pem-filename" +
"\n -i, --instance-id: The name of the EC2 instance." +
"\n -p, --pem-filename: The name of the PEM file with the private key.");
}

// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class that represents a command line on the console or terminal.
// (This is the same for all examples. When you have seen it once, you can ignore it.)
static class CommandLine
{
//
// Method to parse a command line of the form: "--key value" or "-k value".
//
// Parameters:
// - args: The command-line arguments passed into the application by the system.
//
// Returns:
// A Dictionary with string Keys and Values.
//
// If a key is found without a matching value, Dictionary.Value is set to the key
// (including the dashes).
// If a value is found without a matching key, Dictionary.Key is set to "--NoKeyN",
// where "N" represents sequential numbers.
public static Dictionary<string,string> Parse(string[] args)
{
var parsedArgs = new Dictionary<string,string>();
int i = 0, n = 0;
while(i < args.Length)
{
// If the first argument in this iteration starts with a dash it's an option.
if(args[i].StartsWith("-"))
{
var key = args[i++];
var value = key;

}

}
}

// Check to see if there's a value that goes with this option?
if((i < args.Length) && (!args[i].StartsWith("-"))) value = args[i++];
parsedArgs.Add(key, value);

// If the first argument in this iteration doesn't start with a dash, it's a value
else
{
parsedArgs.Add("--NoKey" + n.ToString(), args[i++]);
n++;
}

return parsedArgs;

//
// Method to get an argument from the parsed command-line arguments
//
// Parameters:
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// - parsedArgs: The Dictionary object returned from the Parse() method (shown above).
// - defaultValue: The default string to return if the specified key isn't in
parsedArgs.
// - keys: An array of keys to look for in parsedArgs.
public static string GetArgument(
Dictionary<string,string> parsedArgs, string defaultReturn, params string[] keys)
{
string retval = null;
foreach(var key in keys)
if(parsedArgs.TryGetValue(key, out retval)) break;
return retval ?? defaultReturn;
}

}

//
// Method to exit the application with an error.
public static void ErrorExit(string msg, int code=1)
{
Console.WriteLine("\nError");
Console.WriteLine(msg);
Environment.Exit(code);
}

}

クリーンアップ
EC2 インスタンスが不要になった場合は、「Amazon EC2 インスタンスの終了 (p. 149)」の説明に従っ
て必ずインスタンスを終了してください。

Amazon EC2 インスタンスの終了
Amazon EC2 インスタンスが必要なくなったときは、それらを終了できます。
この例では、AWS SDK for .NET を使用して EC2 インスタンスを終了させる方法を示します。アプリケー
ションは入力としてインスタンス ID を受け取ります。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDKEC2
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.EC2
クラス AmazonEC2Client
• 名前空間 Amazon.EC2.Model
クラスTerminateInstancesRequest
クラスTerminateInstancesResponse

using
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
System.Collections.Generic;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;
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namespace EC2TerminateInstance
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
if((args.Length == 1) && (args[0].StartsWith("i-")))
{
// Terminate the instance
var ec2Client = new AmazonEC2Client();
await TerminateInstance(ec2Client, args[0]);
}
else
{
Console.WriteLine("\nCommand-line argument missing or incorrect.");
Console.WriteLine("\nUsage: EC2TerminateInstance instance-ID");
Console.WriteLine(" instance-ID - The EC2 instance you want to terminate.");
return;
}
}

}

}

//
// Method to terminate an EC2 instance
private static async Task TerminateInstance(IAmazonEC2 ec2Client, string instanceID)
{
var request = new TerminateInstancesRequest{
InstanceIds = new List<string>() { instanceID }};
TerminateInstancesResponse response =
await ec2Client.TerminateInstancesAsync(new TerminateInstancesRequest{
InstanceIds = new List<string>() { instanceID }
});
foreach (InstanceStateChange item in response.TerminatingInstances)
{
Console.WriteLine("Terminated instance: " + item.InstanceId);
Console.WriteLine("Instance state: " + item.CurrentState.Name);
}
}

この例を実行した後、Amazon EC2 コンソールにサインインして EC2 インスタンスの終了を確認するこ
とをお勧めします。

Amazon EC2 スポットインスタンスのチュートリアル
このチュートリアルでは、AWS SDK for .NET を使用して Amazon EC2 スポットインスタンスを管理する
方法を示します。

概要
スポットインスタンスでは、未使用の Amazon EC2 コンピューティング性能をオンデマンド料金よりも低
価格でリクエストできます。これにより、中断が可能なアプリケーションの EC2 コストを大幅に削減でき
ます。
スポットインスタンスのリクエスト方法と使用方法の概要は次のとおりです。
1.
2.
3.

支払う上限価格を指定して、スポットインスタンスリクエストを作成します。
リクエストが受理されたら、他の Amazon EC2 インスタンスと同様にインスタンスを実行します。
スポット料金の変更によってインスタンスが自動的に終了しない限り、必要な期間インスタンスを実
行し、終了します。

4.

不要になったスポットインスタンスリクエストをクリーンアップして、スポットインスタンスがそれ
以上作成されないようにします。
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以上が、スポットインスタンスに関する非常に大まかな概要です。スポットインスタンスに関する詳細に
ついては、「」を参照してください。Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはWindows
Amazon EC2 用 Windows インスタンス用用 Windows インスタンス用用。

このチュートリアルの内容
このチュートリアルでは、AWS SDK for .NET を使用して以下の操作を実行します。
• スポットインスタンスリクエストを作成する
• スポットインスタンスリクエストが受理されたかどうかを判断する
• スポットインスタンスリクエストをキャンセルする
• 関連するインスタンスを終了させる
以下のセクションでは、この例のスニペットとその他の情報を確認できます。スニペットの下には、この
例のコードの全文 (p. 154)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• 前提条件 (p. 151)
• 必要な要素を集める (p. 151)
• スポットインスタンスリクエストの作成 (p. 152)
• スポットインスタンスリクエストの状態を判断する (p. 153)
• スポットインスタンスリクエストのクリーンアップ (p. 154)
• スポットインスタンスのクリーンアップ (p. 154)
• コード全文 (p. 154)
• 追加の考慮事項 (p. 158)

前提条件
API の詳細と前提条件については、親セクション (Amazon EC2 の使用 (p. 116)) を参照してください。

必要な要素を集める
スポットインスタンスリクエストを作成するには、いくつかの要素が必要です。
• インスタンスの数とそのインスタンスタイプ。選択できるインスタンスタイプにはさまざまなものが
あります。詳細はLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはWindows Amazon EC2 用
Windows インスタンス用用 Windows インスタンス用用。このチュートリアルでは、デフォルトの数は
1 です。
• インスタンスの作成に使用する Amazon マシンイメージ (AMI)。AMI に関する情報は、Linux インス
タンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはWindows Amazon EC2 用 Windows インスタンス用用
Windows インスタンス用用。たとえば、共有 AMI については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイドまたはWindows Amazon EC2 用 Windows インスタンス用用 Windows インスタンス用
用。
• インスタンス時間あたりに支払う上限価格。すべてのインスタンスタイプ (オンデマンドインスタン
スとスポットインスタンスの両方) の料金は、Amazon EC2 の料金ページで確認いただけます。この
チュートリアルのデフォルト料金については、後で説明します。
• インスタンスにリモートで接続する場合は、適切な構成とリソースを持つセキュリティグループ。この
詳細については「Amazon EC2 でのセキュリティグループの使用 (p. 117)」で説明されており、必要

151

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
Amazon EC2

な要素の収集 (p. 139)とインスタンスへの接続 (p. 146)に関する情報は「Amazon EC2 インスタンス
の起動 (p. 138)」で説明されています。簡単にするために、このチュートリアルではすべての新しい
AWS アカウントに存在する default という名前のセキュリティグループを使用します。
スポットインスタンスをリクエストするには複数の方法があります。一般的な戦略は以下のとおりです。
• オンデマンド料金を明確に下回るようにリクエストを作成します。
• 計算結果の価値に基づいてリクエストを作成します。
• コンピューティング性能をできるだけ早く獲得するようにリクエストを作成します。
以下の説明は、のスポット価格履歴を参照していますLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドまたはWindows Amazon EC2 用 Windows インスタンス用用 Windows インスタンス用用。

コストをオンデマンドよりも削減する
実行完了までに何時間も、あるいは何日間もかかるバッチ処理ジョブがあるとします。ただし、いつ開始
していつ終了するかについては、特に決められていないものとします。このジョブを完了するためのコス
トを、オンデマンドインスタンスを使用する場合よりも低くできるかどうかを考えます。
Amazon EC2 コンソールまたは Amazon EC2 API を使用して、インスタンスタイプ別のスポット料金の履
歴を調べます。使用したいインスタンスタイプの、特定のアベイラビリティーゾーンでの価格履歴を分析
した後は、リクエストのアプローチとして次の 2 つも考えられます。
• スポット料金の範囲の上限 (ただしオンデマンド料金よりは下) でリクエストを指定します。こうするこ
とで、この 1 回限りのスポットリクエストが受理されて、ジョブが完了するまで連続して実行される可
能性が高くなります。
• 価格範囲の下限でリクエストを指定し、1 つの永続リクエストで次々とインスタンスを起動するよう計
画を立てます。これらのインスタンスの実行時間を合計すると、ジョブを完了するのに十分な長さとな
り、合計コストも低くなります。

結果の価値以上は支払わない
データ処理ジョブを実行するとします。このジョブの結果が持つ価値は判明しており、計算コストに換算
してどれくらいになるかもわかっています。
使用するインスタンスタイプのスポット料金履歴の分析が完了したら、計算時間のコストがこのジョブの
結果の価値を上回ることのないように料金を選択します。永続リクエストを作成し、スポット料金がリク
エスト以下となったときに断続的に実行するよう設定します。

コンピューティング性能をすぐに獲得する
追加のコンピューティング性能が突然、短期間だけ必要になり、オンデマンドインスタンスではそのコン
ピューティング性能を確保できないとします。使用するインスタンスタイプのスポット料金履歴の分析が
完了したら、履歴での最高料金を超える料金を選択します。こうすることで、リクエストがすぐに受理さ
れ、計算が完了するまで連続して計算できる可能性が飛躍的に高まります。
必要な要素を集めて戦略を選択したら、スポットインスタンスをリクエストする準備ができました。こ
のチュートリアルでは、デフォルトの最大スポットインスタンス料金をオンデマンド料金と同額 (この
チュートリアルでは 0.003 ドル) に設定します。このように料金を設定すると、リクエストが達成される
可能性が最大になります。

スポットインスタンスリクエストの作成
次のスニペットでは、上記で集めた要素を使用してスポットインスタンスリクエストを作成する方法を示
しています。
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このトピックの最後 (p. 154)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to create a Spot Instance request
private static async Task<SpotInstanceRequest> CreateSpotInstanceRequest(
IAmazonEC2 ec2Client, string amiId, string securityGroupName,
InstanceType instanceType, string spotPrice, int instanceCount)
{
var launchSpecification = new LaunchSpecification{
ImageId = amiId,
InstanceType = instanceType
};
launchSpecification.SecurityGroups.Add(securityGroupName);
var request = new RequestSpotInstancesRequest{
SpotPrice = spotPrice,
InstanceCount = instanceCount,
LaunchSpecification = launchSpecification
};

}

RequestSpotInstancesResponse result =
await ec2Client.RequestSpotInstancesAsync(request);
return result.SpotInstanceRequests[0];

このメソッドから返される重要な値は、スポットインスタンスリクエスト ID で
す。SpotInstanceRequestId帰国者のメンバーSpotInstanceRequestオブジェクト。

Note
起動したすべてのスポットインスタンスに対して料金が発生します。不要なコストを回避するに
は、リクエストをキャンセル (p. 154)してインスタンスを削除 (p. 154)するようにしてくださ
い。

スポットインスタンスリクエストの状態を判断する
次のスニペットでは、スポットインスタンスリクエストに関する情報を取得する方法を示しています。こ
の情報を使用して、スポットインスタンスリクエストが受理されるのを待つかどうかといった特定の決定
をコード内で下すことができます。
このトピックの最後 (p. 154)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to get information about a Spot Instance request, including the status,
// instance ID, etc.
// It gets the information for a specific request (as opposed to all requests).
private static async Task<SpotInstanceRequest> GetSpotInstanceRequestInfo(
IAmazonEC2 ec2Client, string requestId)
{
var describeRequest = new DescribeSpotInstanceRequestsRequest();
describeRequest.SpotInstanceRequestIds.Add(requestId);

}

DescribeSpotInstanceRequestsResponse describeResponse =
await ec2Client.DescribeSpotInstanceRequestsAsync(describeRequest);
return describeResponse.SpotInstanceRequests[0];

このメソッドでは、スポットインスタンスリクエストに関する情報 (インスタンス ID、状態、ステータス
コードなど) が返されます。スポットインスタンスリクエストのステータスコードは、Linux インスタンス
用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはWindows Amazon EC2 用 Windows インスタンス用用 Windows イ
ンスタンス用用。
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スポットインスタンスリクエストのクリーンアップ
スポットインスタンスをリクエストする必要がなくなった場合、未処理のリクエストをキャンセルして、
リクエストが再び受理されないようにすることが重要です。次のスニペットでは、スポットインスタンス
リクエストをキャンセルする方法を示しています。
このトピックの最後 (p. 154)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to cancel a Spot Instance request
private static async Task CancelSpotInstanceRequest(
IAmazonEC2 ec2Client, string requestId)
{
var cancelRequest = new CancelSpotInstanceRequestsRequest();
cancelRequest.SpotInstanceRequestIds.Add(requestId);
}

await ec2Client.CancelSpotInstanceRequestsAsync(cancelRequest);

スポットインスタンスのクリーンアップ
不要なコストを回避するには、スポットインスタンスリクエストから起動したインスタンスをすべて終了
させることが重要です。単にスポットインスタンスリクエストをキャンセルするだけではインスタンスは
終了しないので、引き続きインスタンスに対して料金が発生することになります。次のスニペットでは、
アクティブなスポットインスタンスのインスタンス識別子を取得した後にインスタンスを終了する方法を
示しています。
このトピックの最後 (p. 154)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to terminate a Spot Instance
private static async Task TerminateSpotInstance(
IAmazonEC2 ec2Client, string requestId)
{
var describeRequest = new DescribeSpotInstanceRequestsRequest();
describeRequest.SpotInstanceRequestIds.Add(requestId);
// Retrieve the Spot Instance request to check for running instances.
DescribeSpotInstanceRequestsResponse describeResponse =
await ec2Client.DescribeSpotInstanceRequestsAsync(describeRequest);

}

// If there are any running instances, terminate them
if(
(describeResponse.SpotInstanceRequests[0].Status.Code
== "request-canceled-and-instance-running")
|| (describeResponse.SpotInstanceRequests[0].State == SpotInstanceState.Active))
{
TerminateInstancesResponse response =
await ec2Client.TerminateInstancesAsync(new TerminateInstancesRequest{
InstanceIds = new List<string>(){
describeResponse.SpotInstanceRequests[0].InstanceId } });
foreach (InstanceStateChange item in response.TerminatingInstances)
{
Console.WriteLine($"\n Terminated instance: {item.InstanceId}");
Console.WriteLine($" Instance state: {item.CurrentState.Name}\n");
}
}

コード全文
次のコード例では、前述のメソッドを呼び出して、スポットインスタンスリクエストを作成およびキャン
セルし、スポットインスタンスを終了しています。
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SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDKEC2
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.EC2
クラス AmazonEC2Client
クラスInstanceType
• 名前空間 Amazon.EC2.Model
クラスCancelSpotInstanceRequestsRequest
クラスDescribeSpotInstanceRequestsRequest
クラスDescribeSpotInstanceRequestsResponse
クラスInstanceStateChange
クラスLaunchSpecification
クラスRequestSpotInstancesRequest
クラスRequestSpotInstancesResponse
クラスSpotInstanceRequest
クラスTerminateInstancesRequest
クラスTerminateInstancesResponse

コード
using
using
using
using
using
using

System;
System.Threading;
System.Threading.Tasks;
System.Collections.Generic;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

namespace EC2SpotInstanceRequests
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
// Some default values.
// These could be made into command-line arguments instead.
var instanceType = InstanceType.T1Micro;
string securityGroupName = "default";
string spotPrice = "0.003";
int instanceCount = 1;
// Parse the command line arguments
if((args.Length != 1) || (!args[0].StartsWith("ami-")))

155

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
Amazon EC2
{

Console.WriteLine("\nUsage: EC2SpotInstanceRequests ami");
Console.WriteLine(" ami: the Amazon Machine Image to use for the Spot
Instances.");
return;
}
// Create the Amazon EC2 client.
var ec2Client = new AmazonEC2Client();
// Create the Spot Instance request and record its ID
Console.WriteLine("\nCreating spot instance request...");
var req = await CreateSpotInstanceRequest(
ec2Client, args[0], securityGroupName, instanceType, spotPrice, instanceCount);
string requestId = req.SpotInstanceRequestId;
// Wait for an EC2 Spot Instance to become active
Console.WriteLine(
$"Waiting for Spot Instance request with ID {requestId} to become active...");
int wait = 1;
var start = DateTime.Now;
while(true)
{
Console.Write(".");
// Get and check the status to see if the request has been fulfilled.
var requestInfo = await GetSpotInstanceRequestInfo(ec2Client, requestId);
if(requestInfo.Status.Code == "fulfilled")
{
Console.WriteLine($"\nSpot Instance request {requestId} " +
$"has been fulfilled by instance {requestInfo.InstanceId}.\n");
break;
}

}

// Wait a bit and try again, longer each time (1, 2, 4, ...)
Thread.Sleep(wait);
wait = wait * 2;

// Show the user how long it took to fulfill the Spot Instance request.
TimeSpan span = DateTime.Now.Subtract(start);
Console.WriteLine($"That took {span.TotalMilliseconds} milliseconds");
// Perform actions here as needed.
// For this example, simply wait for the user to hit a key.
// That gives them a chance to look at the EC2 console to see
// the running instance if they want to.
Console.WriteLine("Press any key to start the cleanup...");
Console.ReadKey(true);
// Cancel the request.
// Do this first to make sure that the request can't be re-fulfilled
// once the Spot Instance has been terminated.
Console.WriteLine("Canceling Spot Instance request...");
await CancelSpotInstanceRequest(ec2Client, requestId);
// Terminate the Spot Instance that's running.
Console.WriteLine("Terminating the running Spot Instance...");
await TerminateSpotInstance(ec2Client, requestId);

}

Console.WriteLine("Done. Press any key to exit...");
Console.ReadKey(true);

//
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// Method to create a Spot Instance request
private static async Task<SpotInstanceRequest> CreateSpotInstanceRequest(
IAmazonEC2 ec2Client, string amiId, string securityGroupName,
InstanceType instanceType, string spotPrice, int instanceCount)
{
var launchSpecification = new LaunchSpecification{
ImageId = amiId,
InstanceType = instanceType
};
launchSpecification.SecurityGroups.Add(securityGroupName);
var request = new RequestSpotInstancesRequest{
SpotPrice = spotPrice,
InstanceCount = instanceCount,
LaunchSpecification = launchSpecification
};

}

RequestSpotInstancesResponse result =
await ec2Client.RequestSpotInstancesAsync(request);
return result.SpotInstanceRequests[0];

//
// Method to get information about a Spot Instance request, including the status,
// instance ID, etc.
// It gets the information for a specific request (as opposed to all requests).
private static async Task<SpotInstanceRequest> GetSpotInstanceRequestInfo(
IAmazonEC2 ec2Client, string requestId)
{
var describeRequest = new DescribeSpotInstanceRequestsRequest();
describeRequest.SpotInstanceRequestIds.Add(requestId);

}

DescribeSpotInstanceRequestsResponse describeResponse =
await ec2Client.DescribeSpotInstanceRequestsAsync(describeRequest);
return describeResponse.SpotInstanceRequests[0];

//
// Method to cancel a Spot Instance request
private static async Task CancelSpotInstanceRequest(
IAmazonEC2 ec2Client, string requestId)
{
var cancelRequest = new CancelSpotInstanceRequestsRequest();
cancelRequest.SpotInstanceRequestIds.Add(requestId);
}

await ec2Client.CancelSpotInstanceRequestsAsync(cancelRequest);

//
// Method to terminate a Spot Instance
private static async Task TerminateSpotInstance(
IAmazonEC2 ec2Client, string requestId)
{
var describeRequest = new DescribeSpotInstanceRequestsRequest();
describeRequest.SpotInstanceRequestIds.Add(requestId);
// Retrieve the Spot Instance request to check for running instances.
DescribeSpotInstanceRequestsResponse describeResponse =
await ec2Client.DescribeSpotInstanceRequestsAsync(describeRequest);
// If there are any running instances, terminate them
if(
(describeResponse.SpotInstanceRequests[0].Status.Code
== "request-canceled-and-instance-running")
|| (describeResponse.SpotInstanceRequests[0].State == SpotInstanceState.Active))
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{

}

}

}

}

TerminateInstancesResponse response =
await ec2Client.TerminateInstancesAsync(new TerminateInstancesRequest{
InstanceIds = new List<string>(){
describeResponse.SpotInstanceRequests[0].InstanceId } });
foreach (InstanceStateChange item in response.TerminatingInstances)
{
Console.WriteLine($"\n Terminated instance: {item.InstanceId}");
Console.WriteLine($" Instance state: {item.CurrentState.Name}\n");
}

追加の考慮事項
• チュートリアルを実行したら、Amazon EC2 コンソールにサインインして、スポットインスタンスリク
エストがキャンセル済みでスポットインスタンスが終了していることを確認するようお勧めします。

AWS SDK for .NET を使用した AWS Identity and
Access Management (IAM) へのアクセス
AWS SDK for .NET では、AWS のお客様が AWS のユーザーとユーザーのアクセス許可を管理できるよう
にするウェブサービスである AWS Identity and Access Management をサポートしています。
AWS Identity and Access Management (IAM) のユーザーとは、AWS で作成したエンティティのことで
す。エンティティとは、AWS とやり取りするユーザーまたはアプリケーションに相当します。IAM ユー
ザーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザー」および「IAM と STS の制限」を参照し
てください。
IAM ポリシーを作成することによって、ユーザーにアクセス許可を付与します。ポリシーには、ユーザー
が実行できるアクションと、そのアクションによって影響を受けるリソースの一覧が記載されたポリシー
ドキュメントが含まれています。IAM ポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーとア
クセス許可」を参照してください。

API
AWS SDK for .NET では、IAM クライアント向けの API が提供されています。API を使用すると、ユー
ザー、ロール、アクセスキーなどの IAM の機能を操作できます。
このセクションでは、これらの API を操作する際に活用できるパターンを示すいくつかの例を紹介しま
す。API の完全なセットを表示するには、「」を参照してください。AWS SDK for .NETAPI リファレン
ス(そして「Amazon」までスクロールします。IdentityManagement「)。
このセクションには、認証情報の管理を容易にするために IAM ロールを Amazon EC2 インスタンスに添
付する方法を示す例 (p. 175)も含まれています。
IAM API は、によって提供されます。AWSSDK。IdentityManagement NuGetパッケージパッケージパッ
ケージ化

前提条件
開始する前に、環境がセットアップされている (p. 15)ことを必ず確認してください。また、「プロジェク
トをセットアップする (p. 17)」および「SDK 機能 (p. 50)」の情報を確認してください。
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トピック
トピック
• AWS アカウントのユーザーの作成とリスト表示 (p. 159)
• IAM ユーザーの削除 (p. 165)
• JSON からの IAM マネージドポリシーの作成 (p. 169)
• IAM マネージドポリシーのポリシードキュメントの表示 (p. 173)
• IAM ロールを使用したアクセス権の付与 (p. 175)

AWS アカウントのユーザーの作成とリスト表示
以下の例では、AWS SDK for .NET を使用して新しい IAM ユーザーを作成する方法を示します。アプリ
ケーションは、指定された情報を使用してユーザーを作成し、指定されたマネージドポリシーを添付し
て、作成したユーザーの認証情報を取得した後、AWS アカウント内のすべてのユーザーのリストを表示し
ます。
コマンドライン引数を何も指定しない場合、アプリケーションは単に AWS アカウントのすべてのユー
ザーを一覧表示します。
入力する項目の 1 つに、既存のマネージドポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) があります。利用
可能なポリシーとその ARN は、IAM コンソールで確認できます。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 161)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• ユーザーの作成 (p. 159)
• ユーザーのリストの表示 (p. 160)
• コード全文 (p. 161)
• 追加の考慮事項 (p. 165)

ユーザーの作成
次のスニペットでは IAM ユーザーを作成し、指定されたマネージドセキュリティポリシーを追加した後、
そのユーザーの認証情報を作成して保存します。
このトピックの最後 (p. 161)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to create the user
private static async Task<CreateUserResponse> CreateUser(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string userName,
string policyArn, string csvFilename)
{
// Create the user
// Could also create a login profile for the user by using CreateLoginProfileAsync
CreateUserResponse responseCreate =
await iamClient.CreateUserAsync(new CreateUserRequest(userName));
// Attach an existing managed policy
await iamClient.AttachUserPolicyAsync(new AttachUserPolicyRequest{
UserName = responseCreate.User.UserName,
PolicyArn = policyArn});
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// Create credentials and write them to a CSV file.
CreateAccessKeyResponse responseCreds =
await iamClient.CreateAccessKeyAsync(new CreateAccessKeyRequest{
UserName = responseCreate.User.UserName});
using (FileStream s = new FileStream(csvFilename, FileMode.Create))
using (StreamWriter writer = new StreamWriter(s))
{
writer.WriteLine("User name,Access key ID,Secret access key");
writer.WriteLine("{0},{1},{2}", responseCreds.AccessKey.UserName,
responseCreds.AccessKey.AccessKeyId,
responseCreds.AccessKey.SecretAccessKey);
}
}

return responseCreate;

ユーザーのリストの表示
次のスニペットでは既存のユーザーのリストを、アクセスキー ID や添付されたポリシーといった各ユー
ザーに関する情報とともに表示します。
このトピックの最後 (p. 161)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to print out a list of the existing users and information about them
private static async Task ListUsers(IAmazonIdentityManagementService iamClient)
{
// Get the list of users
ListUsersResponse responseUsers = await iamClient.ListUsersAsync();
Console.WriteLine("\nFull list of users...");
foreach (var user in responseUsers.Users)
{
Console.WriteLine($"User {user.UserName}:");
Console.WriteLine($"\tCreated: {user.CreateDate.ToShortDateString()}");
// Show the list of groups this user is part of
ListGroupsForUserResponse responseGroups =
await iamClient.ListGroupsForUserAsync(
new ListGroupsForUserRequest(user.UserName));
foreach (var group in responseGroups.Groups)
Console.WriteLine($"\tGroup: {group.GroupName}");
// Show the list of access keys for this user
ListAccessKeysResponse responseAccessKeys =
await iamClient.ListAccessKeysAsync(
new ListAccessKeysRequest{UserName = user.UserName});
foreach(AccessKeyMetadata accessKey in responseAccessKeys.AccessKeyMetadata)
Console.WriteLine($"\tAccess key ID: {accessKey.AccessKeyId}");
// Show the list of managed policies attached to this user
var requestManagedPolicies = new ListAttachedUserPoliciesRequest{
UserName = user.UserName};
ListAttachedUserPoliciesResponse responseManagedPolicies =
await iamClient.ListAttachedUserPoliciesAsync(
new ListAttachedUserPoliciesRequest{UserName = user.UserName});
foreach(var policy in responseManagedPolicies.AttachedPolicies)
Console.WriteLine($"\tManaged policy name: {policy.PolicyName}");
// Show the list of inline policies attached to this user
ListUserPoliciesResponse responseInlinePolicies =
await iamClient.ListUserPoliciesAsync(
new ListUserPoliciesRequest(user.UserName));
foreach(var policy in responseInlinePolicies.PolicyNames)
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}

}

Console.WriteLine($"\tInline policy name: {policy}");

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDK.IdentityManagement
プログラミング要素:
• 名前空間アマゾン。IdentityManagement
クラスAmazonIdentityManagementServiceClient
• 名前空間アマゾン。IdentityManagement.Model
クラスAttachUserPolicyRequest
クラスCreateAccessKeyRequest
クラスCreateAccessKeyResponse
クラスCreateUserRequest
クラスCreateUserResponse
クラスListAccessKeysRequest
クラスListAccessKeysResponse
クラスListAttachedUserPoliciesRequest
クラスListAttachedUserPoliciesResponse
クラスListGroupsForUserRequest
クラスListGroupsForUserResponse
クラスListUserPoliciesRequest
クラスListUserPoliciesResponse
クラスListUsersResponse

コード
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;

namespace IamCreateUser
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// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class to create a user
class Program
{
private const int MaxArgs = 3;
static async Task Main(string[] args)
{
// Create an IAM service client
var iamClient = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
// Parse the command line and show help if necessary
var parsedArgs = CommandLine.Parse(args);
if((parsedArgs.Count == 0) || (parsedArgs.Count > MaxArgs))
{
PrintHelp();
Console.WriteLine("\nIncorrect number of arguments specified.");
Console.Write("Do you want to see a list of the existing users? ((y) or n): ");
string response = Console.ReadLine();
if((string.IsNullOrEmpty(response)) || (response.ToLower() == "y"))
await ListUsers(iamClient);
return;
}
// Get the application arguments from the parsed list
string userName =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-u", "--user-name");
string policyArn =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-p", "--policy-arn");
string csvFilename =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-c", "--csv-filename");
if(
(string.IsNullOrEmpty(policyArn) || !policyArn.StartsWith("arn:"))
|| (string.IsNullOrEmpty(csvFilename) || !csvFilename.EndsWith(".csv"))
|| (string.IsNullOrEmpty(userName)))
CommandLine.ErrorExit(
"\nOne or more of the required arguments is missing or incorrect." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");
// Create a user, attach a managed policy, and obtain credentials
var responseCreate =
await CreateUser(iamClient, userName, policyArn, csvFilename);
Console.WriteLine($"\nUser {responseCreate.User.UserName} was created.");
Console.WriteLine($"User ID: {responseCreate.User.UserId}");

}

// Output a list of the existing users
await ListUsers(iamClient);

//
// Method to create the user
private static async Task<CreateUserResponse> CreateUser(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string userName,
string policyArn, string csvFilename)
{
// Create the user
// Could also create a login profile for the user by using CreateLoginProfileAsync
CreateUserResponse responseCreate =
await iamClient.CreateUserAsync(new CreateUserRequest(userName));
// Attach an existing managed policy
await iamClient.AttachUserPolicyAsync(new AttachUserPolicyRequest{
UserName = responseCreate.User.UserName,
PolicyArn = policyArn});
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// Create credentials and write them to a CSV file.
CreateAccessKeyResponse responseCreds =
await iamClient.CreateAccessKeyAsync(new CreateAccessKeyRequest{
UserName = responseCreate.User.UserName});
using (FileStream s = new FileStream(csvFilename, FileMode.Create))
using (StreamWriter writer = new StreamWriter(s))
{
writer.WriteLine("User name,Access key ID,Secret access key");
writer.WriteLine("{0},{1},{2}", responseCreds.AccessKey.UserName,
responseCreds.AccessKey.AccessKeyId,
responseCreds.AccessKey.SecretAccessKey);
}
}

return responseCreate;

//
// Method to print out a list of the existing users and information about them
private static async Task ListUsers(IAmazonIdentityManagementService iamClient)
{
// Get the list of users
ListUsersResponse responseUsers = await iamClient.ListUsersAsync();
Console.WriteLine("\nFull list of users...");
foreach (var user in responseUsers.Users)
{
Console.WriteLine($"User {user.UserName}:");
Console.WriteLine($"\tCreated: {user.CreateDate.ToShortDateString()}");
// Show the list of groups this user is part of
ListGroupsForUserResponse responseGroups =
await iamClient.ListGroupsForUserAsync(
new ListGroupsForUserRequest(user.UserName));
foreach (var group in responseGroups.Groups)
Console.WriteLine($"\tGroup: {group.GroupName}");
// Show the list of access keys for this user
ListAccessKeysResponse responseAccessKeys =
await iamClient.ListAccessKeysAsync(
new ListAccessKeysRequest{UserName = user.UserName});
foreach(AccessKeyMetadata accessKey in responseAccessKeys.AccessKeyMetadata)
Console.WriteLine($"\tAccess key ID: {accessKey.AccessKeyId}");
// Show the list of managed policies attached to this user
var requestManagedPolicies = new ListAttachedUserPoliciesRequest{
UserName = user.UserName};
ListAttachedUserPoliciesResponse responseManagedPolicies =
await iamClient.ListAttachedUserPoliciesAsync(
new ListAttachedUserPoliciesRequest{UserName = user.UserName});
foreach(var policy in responseManagedPolicies.AttachedPolicies)
Console.WriteLine($"\tManaged policy name: {policy.PolicyName}");

}

}

// Show the list of inline policies attached to this user
ListUserPoliciesResponse responseInlinePolicies =
await iamClient.ListUserPoliciesAsync(
new ListUserPoliciesRequest(user.UserName));
foreach(var policy in responseInlinePolicies.PolicyNames)
Console.WriteLine($"\tInline policy name: {policy}");

//
// Command-line help
private static void PrintHelp()
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}

}

Console.WriteLine(
"\nUsage: IamCreateUser -u <user-name> -p <policy-arn> -c <csv-filename>" +
"\n -u, --user-name: The name of the user you want to create." +
"\n -p, --policy-arn: The ARN of an existing managed policy." +
"\n -c, --csv-filename: The name of a .csv file to write the credentials to.");

// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class that represents a command line on the console or terminal.
// (This is the same for all examples. When you have seen it once, you can ignore it.)
static class CommandLine
{
//
// Method to parse a command line of the form: "--key value" or "-k value".
//
// Parameters:
// - args: The command-line arguments passed into the application by the system.
//
// Returns:
// A Dictionary with string Keys and Values.
//
// If a key is found without a matching value, Dictionary.Value is set to the key
// (including the dashes).
// If a value is found without a matching key, Dictionary.Key is set to "--NoKeyN",
// where "N" represents sequential numbers.
public static Dictionary<string,string> Parse(string[] args)
{
var parsedArgs = new Dictionary<string,string>();
int i = 0, n = 0;
while(i < args.Length)
{
// If the first argument in this iteration starts with a dash it's an option.
if(args[i].StartsWith("-"))
{
var key = args[i++];
var value = key;

}

}
}

// Check to see if there's a value that goes with this option?
if((i < args.Length) && (!args[i].StartsWith("-"))) value = args[i++];
parsedArgs.Add(key, value);

// If the first argument in this iteration doesn't start with a dash, it's a value
else
{
parsedArgs.Add("--NoKey" + n.ToString(), args[i++]);
n++;
}

return parsedArgs;

//
// Method to get an argument from the parsed command-line arguments
//
// Parameters:
// - parsedArgs: The Dictionary object returned from the Parse() method (shown above).
// - defaultValue: The default string to return if the specified key isn't in
parsedArgs.
// - keys: An array of keys to look for in parsedArgs.
public static string GetArgument(
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{

}

}

Dictionary<string,string> parsedArgs, string defaultReturn, params string[] keys)
string retval = null;
foreach(var key in keys)
if(parsedArgs.TryGetValue(key, out retval)) break;
return retval ?? defaultReturn;

//
// Method to exit the application with an error.
public static void ErrorExit(string msg, int code=1)
{
Console.WriteLine("\nError");
Console.WriteLine(msg);
Environment.Exit(code);
}

}

追加の考慮事項
• ユーザーのリストとこの例の結果は、IAM コンソールでも確認できます。

IAM ユーザーの削除
この例では、AWS SDK for .NET を使用して IAM ユーザーを削除する方法を示しています。まず、アクセ
スキーや添付されたポリシーなどのリソースを削除してから、ユーザーを削除します。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 166)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• ユーザーからの項目の削除 (p. 165)
• ユーザーの削除 (p. 166)
• コード全文 (p. 166)
• 追加の考慮事項 (p. 168)

ユーザーからの項目の削除
次のスニペットでは、ユーザーを削除する前にユーザーから削除される必要がある項目の例として、マ
ネージドポリシーやアクセスキーなどの項目が示されています。
このトピックの最後 (p. 166)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to detach managed policies from a user
private static async Task DetachPolicies(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string userName)
{
ListAttachedUserPoliciesResponse responseManagedPolicies =
await iamClient.ListAttachedUserPoliciesAsync(
new ListAttachedUserPoliciesRequest{UserName = userName});
foreach(AttachedPolicyType policy in responseManagedPolicies.AttachedPolicies)
{
Console.WriteLine($"\tDetaching policy {policy.PolicyName}");
await iamClient.DetachUserPolicyAsync(new DetachUserPolicyRequest{
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}

}

PolicyArn = policy.PolicyArn,
UserName = userName});

//
// Method to delete access keys from a user
private static async Task DeleteAccessKeys(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string userName)
{
ListAccessKeysResponse responseAccessKeys =
await iamClient.ListAccessKeysAsync(
new ListAccessKeysRequest{UserName = userName});
foreach(AccessKeyMetadata accessKey in responseAccessKeys.AccessKeyMetadata)
{
Console.WriteLine($"\tDeleting Access key {accessKey.AccessKeyId}");
await iamClient.DeleteAccessKeyAsync(new DeleteAccessKeyRequest{
UserName = userName,
AccessKeyId = accessKey.AccessKeyId});
}
}

ユーザーの削除
次のスニペットでは、メソッドを呼び出してユーザーから項目を削除した後で、そのユーザーを削除しま
す。
このトピックの最後 (p. 166)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to delete a user
private static async Task DeleteUser(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string userName)
{
Console.WriteLine($"\nDeleting user {userName}...");
//
// Remove items from the user
//
// Detach any managed policies
await DetachPolicies(iamClient, userName);
// Delete any access keys
await DeleteAccessKeys(iamClient, userName);
// DeleteLoginProfileAsycn(), DeleteUserPolicyAsync(), etc.
// See the description of DeleteUserAsync for a full list.

}

//
// Delete the user
//
await iamClient.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest(userName));
Console.WriteLine("Done");

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
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• AWSSDK.IdentityManagement
プログラミング要素:
• 名前空間アマゾン。IdentityManagement
クラスAmazonIdentityManagementServiceClient
• 名前空間アマゾン。IdentityManagement.Model
クラスAccessKeyMetadata
クラスAttachedPolicyType
クラスDeleteAccessKeyRequest
クラスDeleteUserRequest
クラスDetachUserPolicyRequest
クラスListAccessKeysRequest
クラスListAccessKeysResponse
クラスListAttachedUserPoliciesRequest
クラスListAttachedUserPoliciesResponse

コード
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;

namespace IamDeleteUser
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
if(args.Length != 1)
{
Console.WriteLine("\nUsage: IamDeleteUser user-name");
Console.WriteLine("
user-name - The name of the user you want to delete.");
return;
}
// Create an IAM service client
var iamClient = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
// Delete the given user
await DeleteUser(iamClient, args[0]);
}

// Could display a list of the users that are left.

//
// Method to delete a user
private static async Task DeleteUser(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string userName)
{
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Console.WriteLine($"\nDeleting user {userName}...");
//
// Remove items from the user
//
// Detach any managed policies
await DetachPolicies(iamClient, userName);
// Delete any access keys
await DeleteAccessKeys(iamClient, userName);
// DeleteLoginProfileAsycn(), DeleteUserPolicyAsync(), etc.
// See the description of DeleteUserAsync for a full list.

}

//
// Delete the user
//
await iamClient.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest(userName));
Console.WriteLine("Done");

//
// Method to detach managed policies from a user
private static async Task DetachPolicies(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string userName)
{
ListAttachedUserPoliciesResponse responseManagedPolicies =
await iamClient.ListAttachedUserPoliciesAsync(
new ListAttachedUserPoliciesRequest{UserName = userName});
foreach(AttachedPolicyType policy in responseManagedPolicies.AttachedPolicies)
{
Console.WriteLine($"\tDetaching policy {policy.PolicyName}");
await iamClient.DetachUserPolicyAsync(new DetachUserPolicyRequest{
PolicyArn = policy.PolicyArn,
UserName = userName});
}
}

}

}

//
// Method to delete access keys from a user
private static async Task DeleteAccessKeys(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string userName)
{
ListAccessKeysResponse responseAccessKeys =
await iamClient.ListAccessKeysAsync(
new ListAccessKeysRequest{UserName = userName});
foreach(AccessKeyMetadata accessKey in responseAccessKeys.AccessKeyMetadata)
{
Console.WriteLine($"\tDeleting Access key {accessKey.AccessKeyId}");
await iamClient.DeleteAccessKeyAsync(new DeleteAccessKeyRequest{
UserName = userName,
AccessKeyId = accessKey.AccessKeyId});
}
}

追加の考慮事項
• ユーザーから削除する必要があるリソースの詳細については、DeleteUserAsyncメソッドを使用するよ
うにしてください。ただし、参照されているメソッドの Async バージョンを使用するようにしてくださ
い。

168

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
IAM

• ユーザーのリストとこの例の結果は、IAM コンソールでも確認できます。

JSON からの IAM マネージドポリシーの作成
この例では、AWS SDK for .NET を使用して指定された JSON 形式のポリシードキュメントから IAM マ
ネージドポリシーを作成する方法を示します。アプリケーションは IAM クライアントオブジェクトを作成
し、ファイルからポリシードキュメントを読み取ってポリシーを作成します。

Note
JSON 形式のポリシードキュメントの例については、このトピックの最後にあるその他の考慮事
項 (p. 172)を参照してください。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 169)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• ポリシーの作成 (p. 169)
• コード全文 (p. 169)
• 追加の考慮事項 (p. 172)

ポリシーの作成
次のスニペットでは、指定された名前とポリシードキュメントを使用して IAM マネージドポリシーを作成
します。
このトピックの最後 (p. 169)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to create an IAM policy from a JSON file
private static async Task<CreatePolicyResponse> CreateManagedPolicy(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string policyName, string jsonFilename)
{
return await iamClient.CreatePolicyAsync(new CreatePolicyRequest{
PolicyName = policyName,
PolicyDocument = File.ReadAllText(jsonFilename)});
}

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDK.IdentityManagement
プログラミング要素:
• 名前空間アマゾン。IdentityManagement
クラスAmazonIdentityManagementServiceClient
• 名前空間アマゾン。IdentityManagement.Model
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クラスCreatePolicyRequest
クラスCreatePolicyResponse

コード
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;

namespace IamCreatePolicyFromJson
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to create an IAM policy with a given policy document
class Program
{
private const int MaxArgs = 2;
static async Task Main(string[] args)
{
// Parse the command line and show help if necessary
var parsedArgs = CommandLine.Parse(args);
if((parsedArgs.Count == 0) || (parsedArgs.Count > MaxArgs))
{
PrintHelp();
return;
}
// Get the application arguments from the parsed list
string policyName =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-p", "--policy-name");
string policyFilename =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-j", "--json-filename");
if(
string.IsNullOrEmpty(policyName)
|| (string.IsNullOrEmpty(policyFilename) || !policyFilename.EndsWith(".json")))
CommandLine.ErrorExit(
"\nOne or more of the required arguments is missing or incorrect." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");
// Create an IAM service client
var iamClient = new AmazonIdentityManagementServiceClient();

}

// Create the new policy
var response = await CreateManagedPolicy(iamClient, policyName, policyFilename);
Console.WriteLine($"\nPolicy {response.Policy.PolicyName} has been created.");
Console.WriteLine($" Arn: {response.Policy.Arn}");

//
// Method to create an IAM policy from a JSON file
private static async Task<CreatePolicyResponse> CreateManagedPolicy(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string policyName, string jsonFilename)
{
return await iamClient.CreatePolicyAsync(new CreatePolicyRequest{
PolicyName = policyName,
PolicyDocument = File.ReadAllText(jsonFilename)});
}
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}

//
// Command-line help
private static void PrintHelp()
{
Console.WriteLine(
"\nUsage: IamCreatePolicyFromJson -p <policy-name> -j <json-filename>" +
"\n -p, --policy-name: The name you want the new policy to have." +
"\n -j, --json-filename: The name of the JSON file with the policy document.");
}

// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class that represents a command line on the console or terminal.
// (This is the same for all examples. When you have seen it once, you can ignore it.)
static class CommandLine
{
//
// Method to parse a command line of the form: "--key value" or "-k value".
//
// Parameters:
// - args: The command-line arguments passed into the application by the system.
//
// Returns:
// A Dictionary with string Keys and Values.
//
// If a key is found without a matching value, Dictionary.Value is set to the key
// (including the dashes).
// If a value is found without a matching key, Dictionary.Key is set to "--NoKeyN",
// where "N" represents sequential numbers.
public static Dictionary<string,string> Parse(string[] args)
{
var parsedArgs = new Dictionary<string,string>();
int i = 0, n = 0;
while(i < args.Length)
{
// If the first argument in this iteration starts with a dash it's an option.
if(args[i].StartsWith("-"))
{
var key = args[i++];
var value = key;

}

}
}

// Check to see if there's a value that goes with this option?
if((i < args.Length) && (!args[i].StartsWith("-"))) value = args[i++];
parsedArgs.Add(key, value);

// If the first argument in this iteration doesn't start with a dash, it's a value
else
{
parsedArgs.Add("--NoKey" + n.ToString(), args[i++]);
n++;
}

return parsedArgs;

//
// Method to get an argument from the parsed command-line arguments
//
// Parameters:
// - parsedArgs: The Dictionary object returned from the Parse() method (shown above).
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// - defaultValue: The default string to return if the specified key isn't in
parsedArgs.
// - keys: An array of keys to look for in parsedArgs.
public static string GetArgument(
Dictionary<string,string> parsedArgs, string defaultReturn, params string[] keys)
{
string retval = null;
foreach(var key in keys)
if(parsedArgs.TryGetValue(key, out retval)) break;
return retval ?? defaultReturn;
}

}

//
// Method to exit the application with an error.
public static void ErrorExit(string msg, int code=1)
{
Console.WriteLine("\nError");
Console.WriteLine(msg);
Environment.Exit(code);
}

}

追加の考慮事項
• 次に示すポリシードキュメントの例を JSON ファイルにコピーして、このアプリケーションの入力とし
て使用できます。
{

}

"Version" : "2012-10-17",
"Id" : "DotnetTutorialPolicy",
"Statement" : [
{
"Sid" : "DotnetTutorialPolicyS3",
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource" : "*"
},
{
"Sid" : "DotnetTutorialPolicyPolly",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"polly:DescribeVoices",
"polly:SynthesizeSpeech"
],
"Resource": "*"
}
]

• ポリシーが作成されたことを IAM コンソールで確認できます。[Filter policies] (フィルターポリシー) ド
ロップダウンリストで、[Customer managed] (カスタマー管理) を選択します。ポリシーが不要になった
場合は削除します。
• ポリシー作成の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」と「IAM JSON ポリ
シーリファレンス」を参照してください。
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IAM マネージドポリシーのポリシードキュメントの表示
この例では、AWS SDK for .NET を使用してポリシードキュメントを表示する方法を示します。アプリ
ケーションは IAM クライアントオブジェクトを作成し、指定された IAM マネージドポリシーのデフォル
トバージョンを検索して、JSON 形式のポリシードキュメントを表示します。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 174)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• デフォルトバージョンの検索 (p. 173)
• ポリシードキュメントの表示 (p. 173)
• コード全文 (p. 174)

デフォルトバージョンの検索
次のスニペットでは、指定された IAM ポリシーのデフォルトバージョンを検索します。
このトピックの最後 (p. 174)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to determine the default version of an IAM policy
// Returns a string with the version
private static async Task<string> GetDefaultVersion(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string policyArn)
{
// Retrieve all the versions of this policy
string defaultVersion = string.Empty;
ListPolicyVersionsResponse reponseVersions =
await iamClient.ListPolicyVersionsAsync(new ListPolicyVersionsRequest{
PolicyArn = policyArn});
// Find the default version
foreach(PolicyVersion version in reponseVersions.Versions)
{
if(version.IsDefaultVersion)
{
defaultVersion = version.VersionId;
break;
}
}
}

return defaultVersion;

ポリシードキュメントの表示
次のスニペットでは、指定された IAM ポリシーの JSON 形式のポリシードキュメントを表示します。
このトピックの最後 (p. 174)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to retrieve and display the policy document of an IAM policy
private static async Task ShowPolicyDocument(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string policyArn, string defaultVersion)
{
// Retrieve the policy document of the default version
GetPolicyVersionResponse responsePolicy =
await iamClient.GetPolicyVersionAsync(new GetPolicyVersionRequest{
PolicyArn = policyArn,
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VersionId = defaultVersion});

}

// Display the policy document (in JSON)
Console.WriteLine($"Version {defaultVersion} of the policy (in JSON format):");
Console.WriteLine(
$"{HttpUtility.UrlDecode(responsePolicy.PolicyVersion.Document)}");

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDK.IdentityManagement
プログラミング要素:
• 名前空間アマゾン。IdentityManagement
クラスAmazonIdentityManagementServiceClient
• 名前空間アマゾン。IdentityManagement.Model
クラスGetPolicyVersionRequest
クラスGetPolicyVersionResponse
クラスListPolicyVersionsRequest
クラスListPolicyVersionsResponse
クラスPolicyVersion

コード
using
using
using
using
using

System;
System.Web;
System.Threading.Tasks;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;

namespace IamDisplayPolicyJson
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
// Parse the command line and show help if necessary
if(args.Length != 1)
{
Console.WriteLine("\nUsage: IamDisplayPolicyJson policy-arn");
Console.WriteLine("
policy-arn: The ARN of the policy to retrieve.");
return;
}
if(!args[0].StartsWith("arn:"))
{
Console.WriteLine("\nCould not find policy ARN in the command-line arguments:");
Console.WriteLine($"{args[0]}");
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}

return;

// Create an IAM service client
var iamClient = new AmazonIdentityManagementServiceClient();

}

// Retrieve and display the policy document of the given policy
string defaultVersion = await GetDefaultVersion(iamClient, args[0]);
if(string.IsNullOrEmpty(defaultVersion))
Console.WriteLine($"Could not find the default version for policy {args[0]}.");
else
await ShowPolicyDocument(iamClient, args[0], defaultVersion);

//
// Method to determine the default version of an IAM policy
// Returns a string with the version
private static async Task<string> GetDefaultVersion(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string policyArn)
{
// Retrieve all the versions of this policy
string defaultVersion = string.Empty;
ListPolicyVersionsResponse reponseVersions =
await iamClient.ListPolicyVersionsAsync(new ListPolicyVersionsRequest{
PolicyArn = policyArn});
// Find the default version
foreach(PolicyVersion version in reponseVersions.Versions)
{
if(version.IsDefaultVersion)
{
defaultVersion = version.VersionId;
break;
}
}
}

return defaultVersion;

//
// Method to retrieve and display the policy document of an IAM policy
private static async Task ShowPolicyDocument(
IAmazonIdentityManagementService iamClient, string policyArn, string defaultVersion)
{
// Retrieve the policy document of the default version
GetPolicyVersionResponse responsePolicy =
await iamClient.GetPolicyVersionAsync(new GetPolicyVersionRequest{
PolicyArn = policyArn,
VersionId = defaultVersion});

}

}

}

// Display the policy document (in JSON)
Console.WriteLine($"Version {defaultVersion} of the policy (in JSON format):");
Console.WriteLine(
$"{HttpUtility.UrlDecode(responsePolicy.PolicyVersion.Document)}");

IAM ロールを使用したアクセス権の付与
このチュートリアルでは、AWS SDK for .NET を使用して Amazon EC2 インスタンスで IAM ロールを有
効にする方法を示します。
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概要
AWS へのリクエストはすべて、AWS が発行した認証情報を使用した暗号化による署名がなされている必
要があります。したがって、Amazon EC2 インスタンスで実行するアプリケーション用の認証情報を管理
するための戦略が必要です。これらの認証情報を、アプリケーションからのアクセスを維持したまま安全
に配信、保存、ローテーションする必要があります。
IAM ロールを使用すると、認証情報を効果的に管理できます。IAM ロールを作成し、アプリケーションに
必要なアクセス許可を使用して設定を行った後で、そのロールを EC2 インスタンスに添付します。IAM
ロールを使用する利点の詳細については、「」を参照してください。Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイドまたはWindows Amazon EC2 用 Windows インスタンス用用 Windows インスタンス用
用。また、IAM ユーザーガイドの「IAM ロール」の情報も参照してください。
AWS SDK for .NET を使用してビルドされたアプリケーションが AWS サービス用のクライアントオブ
ジェクトを構成している場合、そのオブジェクトは可能性のある複数のソースから認証情報を検索しま
す。検索の順序は、「認証情報とプロファイルの解決 (p. 25)」に示されています。
クライアントオブジェクトが他のソースから認証情報を見つけられなかった場合、クライアントオブジェ
クトは IAM ロールに設定された、EC2 インスタンスのメタデータにあるものと同じアクセス許可を持つ一
時的な認証情報を取得します。これらの認証情報は、クライアントオブジェクトから AWS を呼び出すた
めに使用されます。

このチュートリアルの内容
このチュートリアルでは、AWS SDK for .NET (およびその他のツール) を使用して IAM ロールが添付され
た Amazon EC2 インスタンスを起動した後、IAM ロールのアクセス許可を使用してインスタンス上のアプ
リケーションを表示します。
トピック
• サンプルの Amazon S3 アプリケーションの作成 (p. 176)
• IAM ロールの作成 (p. 179)
• EC2 インスタンスの起動と IAM ロールの添付 (p. 180)
• EC2 インスタンスへの接続 (p. 180)
• EC2 インスタンスでのサンプルアプリケーションの実行 (p. 180)
• クリーンアップ (p. 181)

サンプルの Amazon S3 アプリケーションの作成
このサンプルアプリケーションは、Amazon S3 からオブジェクトを取得します。アプリケーションを実行
するには、以下が必要です。
• テキストファイルを含む Amazon S3 バケット。
• バケットへのアクセスを可能にする、お使いの開発マシンの AWS 認証情報。
Amazon S3 バケットの作成およびオブジェクトのアップロードの詳細については、Amazon S3 入門ガイ
ドを参照してください。AWS 認証情報の詳細については、「AWS 認証情報の設定 (p. 20)」を参照してく
ださい。
以下のコードを使用して、.NET Core プロジェクトを作成します。次に、開発マシンでアプリケーション
をテストします。

Note
開発マシンには .NET Core Runtime がインストールされており、アプリケーションを公開しなく
ても実行できます。このチュートリアルの後半で EC2 インスタンスを作成するときに、インスタ
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ンスに .NET Core Runtime をインストールすることができます。こうすることで同様のエクスペ
リエンスを実現でき、ファイル転送量が小さくなります。
ただし、インスタンスに .NET Core Runtime をインストールしない選択も可能です。この場合
は、インスタンスを転送するときにすべての依存関係が含まれるようにアプリケーションを公開
する必要があります。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDK.S3
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.S3
クラス AmazonS3Client
• 名前空間 Amazon.S3.Model
クラスGetObjectResponse

コード
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.S3;
Amazon.S3.Model;

namespace S3GetTextItem
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to retrieve a text file from an S3 bucket and write it to a local file
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
// Parse the command line and show help if necessary
var parsedArgs = CommandLine.Parse(args);
if(parsedArgs.Count == 0)
{
PrintHelp();
return;
}
// Get the application arguments from the parsed list
string bucket =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-b", "--bucket-name");
string item =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-t", "--text-object");
string outFile =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-o", "--output-filename");
if(
string.IsNullOrEmpty(bucket)
|| string.IsNullOrEmpty(item)
|| string.IsNullOrEmpty(outFile))
CommandLine.ErrorExit(
"\nOne or more of the required arguments is missing or incorrect." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");

177

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
IAM
// Create the S3 client object and get the file object from the bucket.
var response = await GetObject(new AmazonS3Client(), bucket, item);

}

// Write the contents of the file object to the given output file.
var reader = new StreamReader(response.ResponseStream);
string contents = reader.ReadToEnd();
using (var s = new FileStream(outFile, FileMode.Create))
using (var writer = new StreamWriter(s))
writer.WriteLine(contents);

//
// Method to get an object from an S3 bucket.
private static async Task<GetObjectResponse> GetObject(
IAmazonS3 s3Client, string bucket, string item)
{
Console.WriteLine($"Retrieving {item} from bucket {bucket}.");
return await s3Client.GetObjectAsync(bucket, item);
}

}

//
// Command-line help
private static void PrintHelp()
{
Console.WriteLine(
"\nUsage: S3GetTextItem -b <bucket-name> -t <text-object> -o <output-filename>" +
"\n -b, --bucket-name: The name of the S3 bucket." +
"\n -t, --text-object: The name of the text object in the bucket." +
"\n -o, --output-filename: The name of the file to write the text to.");
}

// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class that represents a command line on the console or terminal.
// (This is the same for all examples. When you have seen it once, you can ignore it.)
static class CommandLine
{
//
// Method to parse a command line of the form: "--key value" or "-k value".
//
// Parameters:
// - args: The command-line arguments passed into the application by the system.
//
// Returns:
// A Dictionary with string Keys and Values.
//
// If a key is found without a matching value, Dictionary.Value is set to the key
// (including the dashes).
// If a value is found without a matching key, Dictionary.Key is set to "--NoKeyN",
// where "N" represents sequential numbers.
public static Dictionary<string,string> Parse(string[] args)
{
var parsedArgs = new Dictionary<string,string>();
int i = 0, n = 0;
while(i < args.Length)
{
// If the first argument in this iteration starts with a dash it's an option.
if(args[i].StartsWith("-"))
{
var key = args[i++];
var value = key;
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}

}
}

// Check to see if there's a value that goes with this option?
if((i < args.Length) && (!args[i].StartsWith("-"))) value = args[i++];
parsedArgs.Add(key, value);

// If the first argument in this iteration doesn't start with a dash, it's a value
else
{
parsedArgs.Add("--NoKey" + n.ToString(), args[i++]);
n++;
}

return parsedArgs;

//
// Method to get an argument from the parsed command-line arguments
//
// Parameters:
// - parsedArgs: The Dictionary object returned from the Parse() method (shown above).
// - defaultValue: The default string to return if the specified key isn't in
parsedArgs.
// - keys: An array of keys to look for in parsedArgs.
public static string GetArgument(
Dictionary<string,string> parsedArgs, string defaultReturn, params string[] keys)
{
string retval = null;
foreach(var key in keys)
if(parsedArgs.TryGetValue(key, out retval)) break;
return retval ?? defaultReturn;
}

}

//
// Method to exit the application with an error.
public static void ErrorExit(string msg, int code=1)
{
Console.WriteLine("\nError");
Console.WriteLine(msg);
Environment.Exit(code);
}

}

必要に応じて、開発マシンで使用している認証情報を一時的に削除して、アプリケーションの応答を確認
できます。(ただし、完了したら認証情報を忘れずに復元してください)

IAM ロールの作成
Amazon S3 にアクセスするための適切なアクセス許可を持つ IAM ロールを作成します。
1.

[IAM コンソール] を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択し、続いて [Create Role] (ロールの作成) を選択しま
す。

3.

SelectAWSサービス、[] を見つけ、[]EC2、そして選択してください次へ: アクセス許可.

4.

[]許可ポリシーのアタッチ、[] を見つけ、[]amazonS3ReadOnlyAccess。必要に応じてポリシーを確認
し、次へ: タグ

5.

必要に応じてタグを追加し、[] を選択します。次へ: 確認.

6.

ロールの名前と説明を入力し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。この名前は EC2 インスタ
ンスを起動するときに必要になるため、忘れないでください。
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EC2 インスタンスの起動と IAM ロールの添付
先ほど作成した IAM ロールを使用して EC2 インスタンスを起動します。これは以下の方法で実行できま
す。
• EC2 コンソールの使用
指示に従って、でインスタンスを起動します。Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまた
はWindows Amazon EC2 用 Windows インスタンス用用 Windows インスタンス用用。
先ほど作成した IAM ロールを選択できるように、ウィザードに従って少なくとも [Configure Instance
Details] (インスタンスの詳細の設定) ページにアクセスする必要があります。
• AWS SDK for .NET の使用
詳細については、「Amazon EC2 インスタンスの起動 (p. 138)」を参照してください (トピックの最後
近くにある「追加の考慮事項 (p. 145)」を含む)。
IAM ロールが添付された EC2 インスタンスを起動するには、IAM ユーザーの設定に特定のアクセス許可
が含まれている必要があります。必要な許可の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイドまたはWindows Amazon EC2 用 Windows インスタンス用用 Windows インスタンス用用。

EC2 インスタンスへの接続
EC2 インスタンスに接続することで、サンプルアプリケーションをそのインスタンスに転送して、アプリ
ケーションを実行できるようにします。また、インスタンスの起動に使用したキーペアのプライベート部
分を含むファイル、すなわち PEM ファイルも必要です。
これを行うには、の「」の「接続」の手順に従います。Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドまたはWindows Amazon EC2 用 Windows インスタンス用用 Windows インスタンス用用。接続する際
は、開発マシンからインスタンスにファイルを転送できるように接続してください。
Windows で Visual Studio を使用している場合は、Toolkit for Visual Studio を使用してインスタンスに接続
することもできます。詳細については、AWS Toolkit for Visual Studio ユーザーガイドの「Amazon EC2 イ
ンスタンスへの接続」を参照してください。

EC2 インスタンスでのサンプルアプリケーションの実行
1.

ローカルドライブからインスタンスにアプリケーションファイルをコピーします。
転送するファイルは、アプリケーションのビルド方法と、インスタンスに .NET Core Runtime がイ
ンストールされているかどうかによって異なります。インスタンスにへのファイルの転送方法につい
ては、「」を参照してください。Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはWindows
Amazon EC2 用 Windows インスタンス用用 Windows インスタンス用用。

2.

アプリケーションを起動し、開発マシンと同じ実行結果が得られることを確認します。

3.

アプリケーションで、IAM ロールによって提供されている認証情報が使用されていることを確認しま
す。
a.

Amazon EC2 コンソールを開きます。

b.

インスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Instance Settings] (インスタンスの設定)、
[Attach/Replace IAM Role] (IAM ロールの添付/置換) を使用して IAM ロールをデタッチします。

c.

アプリケーションを再度実行して、認可エラーが返されることを確認します。
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クリーンアップ
チュートリアルが終了し、作成した EC2 インスタンスが不要になった場合は、不要な料金が発生しない
ようにインスタンスを終了してください。この操作は Amazon EC2 コンソールで、または Amazon EC2
インスタンスの終了 (p. 149) の説明に従ってプログラムを使用して実行できます。必要に応じて、この
チュートリアル用に作成した他のリソースも削除できます。削除可能なリソースには、IAM ロール、EC2
キーペアと PEM ファイル、セキュリティグループなどがあります。

Amazon Simple Storage Service インターネットスト
レージの使用
AWS SDK for .NET では、インターネット用のストレージである Amazon S3 がサポートされています。ま
た、ウェブスケールのコンピューティングを開発者が簡単に利用できるよう設計されています。

API
AWS SDK for .NET では、Amazon S3 クライアント向けの API が提供されています。API を使用すると、
バケットやアイテムなどの Amazon S3 リソースを操作できます。Amazon S3 向け API の完全なセットを
表示するには、以下を参照してください。
• AWS SDK for .NET API リファレンス (「Amazon.S3」までスクロールします)。
• Amazon.Extensions.S3.Encryption のドキュメント
Amazon S3 API は、以下によって提供されます。 NuGet パッケージ:
• AWSSDK.S3
• Amazon.Extensions.S3.Encryption

前提条件
開始する前に、環境がセットアップされている (p. 15)ことを必ず確認してください。また、「プロジェク
トをセットアップする (p. 17)」および「SDK 機能 (p. 50)」の情報を確認してください。

このドキュメントで取り上げる例
このドキュメントの以下のトピックでは、AWS SDK for .NET を使用して Amazon S3 と連携する方法を示
します。
• S3 暗号化用 KMS キーの使用 (p. 182)

他のドキュメントで取り上げられている例
以下の Amazon S3 デベロッパーガイドへのリンクでは、AWS SDK for .NET を使用して Amazon S3 と連
携する方法に関する追加の例が示されています。

Note
これらの例やプログラミングに関する追加の考慮事項は、.NET Framework を使用する AWS
SDK for .NET のバージョン 3 向けに作成されていますが、.NET Core を使用するそれ以降のバー
ジョンの AWS SDK for .NET でも実行可能です。コードの軽微な修正が必要になる場合がありま
す。
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Amazon S3 プログラミングの例
• ACL の管理
• バケットの作成
• オブジェクトのアップロード
• 高レベル API でのマルチパート用高レベル API でのマルチパート
アッAmazon.S3.Transfer。TransferUtility)
• 低レベル API でのマルチパートアップロード
• オブジェクトのリスト作成
• キーのリスト表示
• オブジェクトの取得
• オブジェクトのコピー
• マルチパートアップロード API を使用したオブジェクトのコピー
• オブジェクトの削除
• 複数のオブジェクトの削除
• オブジェクトの復元
• 通知用のバケットの設定
• オブジェクトのライフサイクルを管理する
• 署名付きオブジェクト URL の生成
• ウェブサイトの管理
• Cross-Origin Resource Sharing (CORS) の有効化

プログラミングに関するその他の考慮事項
• Amazon S3 プログラミングでの AWS SDK for .NET の使用
• IAM ユーザーの一時的な認証情報を使用したリクエストの実行
• フェデレーションユーザーの一時的な認証情報を使用したリクエストの実行
• サーバー側暗号化の指定
• お客様が用意した暗号化キーを使用したサーバー側暗号化の指定

AWS SDK for .NET での Amazon S3 暗号化用 AWS KMS キーの
使用
この例では、Amazon S3 オブジェクトを暗号化するための AWS Key Management Service キーの
使用方法を示します。アプリケーションはカスタマーマスターキー (CMK) を作成し、それを使用し
てamazonS3EncryptionClientV2クライアント側の暗号化用ユーザー用ユーザーオブジェクトです。アプリ
ケーションはそのクライアントを使用して、既存の Amazon S3 バケット内の所定のテキストファイルか
ら暗号化されたオブジェクトを作成します。次にオブジェクトを復号化して、その内容を表示します。

Warning
AmazonS3EncryptionClient という類似のクラスは AmazonS3EncryptionClientV2 クラ
スよりも安全性が低く、非推奨です。AmazonS3EncryptionClient を使用している既存のコー
ドを移行するには、「S3 暗号化クライアントの移行 (p. 515)」を参照してください。
トピック
• 暗号化マテリアルの作成 (p. 183)
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• Amazon S3 オブジェクトの作成と暗号化 (p. 183)
• コード全文 (p. 183)
• 追加の考慮事項 (p. 187)

暗号化マテリアルの作成
次のスニペットでは、KMS キー ID を含む EncryptionMaterials オブジェクトを作成します。
このトピックの最後 (p. 183)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
// Create a customer master key (CMK) and store the result
CreateKeyResponse createKeyResponse =
await new AmazonKeyManagementServiceClient().CreateKeyAsync(new
CreateKeyRequest());
var kmsEncryptionContext = new Dictionary<string, string>();
var kmsEncryptionMaterials = new EncryptionMaterialsV2(
createKeyResponse.KeyMetadata.KeyId, KmsType.KmsContext, kmsEncryptionContext);

Amazon S3 オブジェクトの作成と暗号化
次のスニペットでは、先ほど作成した暗号化マテリアルを使用する AmazonS3EncryptionClientV2 オ
ブジェクトを作成します。次に、クライアントを使用して新しい Amazon S3 オブジェクトを作成し、暗
号化します。
このトピックの最後 (p. 183)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to create and encrypt an object in an S3 bucket
static async Task<GetObjectResponse> CreateAndRetrieveObjectAsync(
EncryptionMaterialsV2 materials, string bucketName,
string fileName, string itemName)
{
// CryptoStorageMode.ObjectMetadata is required for KMS EncryptionMaterials
var config = new AmazonS3CryptoConfigurationV2(SecurityProfile.V2AndLegacy)
{
StorageMode = CryptoStorageMode.ObjectMetadata
};
var s3EncClient = new AmazonS3EncryptionClientV2(config, materials);
// Create, encrypt, and put the object
await s3EncClient.PutObjectAsync(new PutObjectRequest
{
BucketName = bucketName,
Key = itemName,
ContentBody = File.ReadAllText(fileName)
});

}

// Get, decrypt, and return the object
return await s3EncClient.GetObjectAsync(new GetObjectRequest
{
BucketName = bucketName,
Key = itemName
});

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。
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SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• Amazon.Extensions.S3.Encryption
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.Extensions.S3.Encryption
クラスamazonS3EncryptionClientV2
クラスamazonS3CryptoConfigurationV2
クラスCryptoStorageMode
クラスEncryptionMaterialsV2
• 名前空間 Amazon.Extensions.S3.Encryption.Primitives
クラスKmsType
• 名前空間 Amazon.S3.Model
クラスGetObjectRequest
クラスGetObjectResponse
クラスPutObjectRequest
• 名前空間アマゾン。KeyManagementService
クラスAmazonKeyManagementServiceClient
• 名前空間アマゾン。KeyManagementService.Model
クラスCreateKeyRequest
クラスCreateKeyResponse

コード
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Extensions.S3.Encryption;
Amazon.Extensions.S3.Encryption.Primitives;
Amazon.S3.Model;
Amazon.KeyManagementService;
Amazon.KeyManagementService.Model;

namespace KmsS3Encryption
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to store text in an encrypted S3 object.
class Program
{
private const int MaxArgs = 3;
public static async Task Main(string[] args)
{
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// Parse the command line and show help if necessary
var parsedArgs = CommandLine.Parse(args);
if((parsedArgs.Count == 0) || (parsedArgs.Count > MaxArgs))
{
PrintHelp();
return;
}
// Get the application arguments from the parsed list
string bucketName =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-b", "--bucket-name");
string fileName =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-f", "--file-name");
string itemName =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-i", "--item-name");
if(string.IsNullOrEmpty(bucketName) || (string.IsNullOrEmpty(fileName)))
CommandLine.ErrorExit(
"\nOne or more of the required arguments is missing or incorrect." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");
if(!File.Exists(fileName))
CommandLine.ErrorExit($"\nThe given file {fileName} doesn't exist.");
if(string.IsNullOrEmpty(itemName))
itemName = Path.GetFileName(fileName);
// Create a customer master key (CMK) and store the result
CreateKeyResponse createKeyResponse =
await new AmazonKeyManagementServiceClient().CreateKeyAsync(new
CreateKeyRequest());
var kmsEncryptionContext = new Dictionary<string, string>();
var kmsEncryptionMaterials = new EncryptionMaterialsV2(
createKeyResponse.KeyMetadata.KeyId, KmsType.KmsContext, kmsEncryptionContext);
// Create the object in the bucket, then display the content of the object
var putObjectResponse =
await CreateAndRetrieveObjectAsync(kmsEncryptionMaterials, bucketName, fileName,
itemName);
Stream stream = putObjectResponse.ResponseStream;
StreamReader reader = new StreamReader(stream);
Console.WriteLine(reader.ReadToEnd());
}
//
// Method to create and encrypt an object in an S3 bucket
static async Task<GetObjectResponse> CreateAndRetrieveObjectAsync(
EncryptionMaterialsV2 materials, string bucketName,
string fileName, string itemName)
{
// CryptoStorageMode.ObjectMetadata is required for KMS EncryptionMaterials
var config = new AmazonS3CryptoConfigurationV2(SecurityProfile.V2AndLegacy)
{
StorageMode = CryptoStorageMode.ObjectMetadata
};
var s3EncClient = new AmazonS3EncryptionClientV2(config, materials);
// Create, encrypt, and put the object
await s3EncClient.PutObjectAsync(new PutObjectRequest
{
BucketName = bucketName,
Key = itemName,
ContentBody = File.ReadAllText(fileName)
});
// Get, decrypt, and return the object
return await s3EncClient.GetObjectAsync(new GetObjectRequest
{
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}

BucketName = bucketName,
Key = itemName
});

//
// Command-line help
private static void PrintHelp()
{
Console.WriteLine(
"\nUsage: KmsS3Encryption -b <bucket-name> -f <file-name> [-i <item-name>]" +
"\n -b, --bucket-name: The name of an existing S3 bucket." +
"\n -f, --file-name: The name of a text file with content to encrypt and store in
S3." +
"\n -i, --item-name: The name you want to use for the item." +
"\n
If item-name isn't given, file-name will be used.");
}
}
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class that represents a command line on the console or terminal.
// (This is the same for all examples. When you have seen it once, you can ignore it.)
static class CommandLine
{
//
// Method to parse a command line of the form: "--key value" or "-k value".
//
// Parameters:
// - args: The command-line arguments passed into the application by the system.
//
// Returns:
// A Dictionary with string Keys and Values.
//
// If a key is found without a matching value, Dictionary.Value is set to the key
// (including the dashes).
// If a value is found without a matching key, Dictionary.Key is set to "--NoKeyN",
// where "N" represents sequential numbers.
public static Dictionary<string,string> Parse(string[] args)
{
var parsedArgs = new Dictionary<string,string>();
int i = 0, n = 0;
while(i < args.Length)
{
// If the first argument in this iteration starts with a dash it's an option.
if(args[i].StartsWith("-"))
{
var key = args[i++];
var value = key;

}

}

// Check to see if there's a value that goes with this option?
if((i < args.Length) && (!args[i].StartsWith("-"))) value = args[i++];
parsedArgs.Add(key, value);

// If the first argument in this iteration doesn't start with a dash, it's a value
else
{
parsedArgs.Add("--NoKey" + n.ToString(), args[i++]);
n++;
}

return parsedArgs;
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}
//
// Method to get an argument from the parsed command-line arguments
//
// Parameters:
// - parsedArgs: The Dictionary object returned from the Parse() method (shown above).
// - defaultValue: The default string to return if the specified key isn't in
parsedArgs.
// - keys: An array of keys to look for in parsedArgs.
public static string GetArgument(
Dictionary<string,string> parsedArgs, string defaultReturn, params string[] keys)
{
string retval = null;
foreach(var key in keys)
if(parsedArgs.TryGetValue(key, out retval)) break;
return retval ?? defaultReturn;
}

}

//
// Method to exit the application with an error.
public static void ErrorExit(string msg, int code=1)
{
Console.WriteLine("\nError");
Console.WriteLine(msg);
Environment.Exit(code);
}

}

追加の考慮事項
• この例の結果を確認できます。そのためには Amazon S3 コンソールに移動し、アプリケーションに対
して指定したバケットを開きます。次に、新しいオブジェクトを見つけてダウンロードし、テキストエ
ディタで開きます。
• -amazonS3EncryptionClientV2クラスは標準と同じインターフェイスを実装しますAmazonS3Clientク
ラスクラスクラスクラス そのため、暗号化と復号化がクライアント側で自動的かつ透過的に行われるよ
う、コードを AmazonS3EncryptionClientV2 クラスに移植するのが容易になります。
• AWS KMS キーをマスターキーとして使用する場合の利点の 1 つは、独自のマスターキーを
保存および管理する必要がないことです。これは AWS によって行われます。2 番目の利点
は、AWS SDK for .NET の AmazonS3EncryptionClientV2 クラスが AWS SDK for Java の
AmazonS3EncryptionClientV2 クラスと相互運用可能になることです。つまり、AWS SDK for Java
で暗号化して AWS SDK for .NET で復号でき、その逆も可能です。

Note
AWS SDK for .NET の AmazonS3EncryptionClientV2 クラスでは、メタデータモード
で実行している場合にのみ KMS マスターキーがサポートされます。AWS SDK for .NET の
AmazonS3EncryptionClientV2 クラスのインストラクションファイルモードは、AWS SDK
for Java の AmazonS3EncryptionClientV2 クラスとは互換性がありません。
• AmazonS3EncryptionClientV2 クラスによるクライアント側の暗号化の詳細、およびエンベロープ
暗号の仕組みの詳細については、「AWS SDK for .NET および Amazon S3 を使用したクライアント側の
データ暗号化」を参照してください。
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Amazon Simple Notification Service を使用したクラウ
ドからの通知の送信
Note
このトピックの情報は、.NET Framework およびバージョン 3.3 以前の AWS SDK for .NET に基
づくプロジェクトに固有のものです。
AWS SDK for .NET は Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) をサポートします。これは、ア
プリケーション、エンドユーザー、およびデバイスでクラウドからすぐに通知を送信できるウェブサービ
スです。詳細については、「Amazon SNS」を参照してください。

Amazon SNS トピックの一覧表示
次の例では、Amazon SNS トピック、各トピックのサブスクリプション、および各ト
ピックの属性を一覧表示する方法を示します。この例では、のデフォルトを使用しま
す。AmazonSimpleNotificationServiceClient、デフォルト設定から認証情報をロードします。
// using Amazon.SimpleNotificationService;
// using Amazon.SimpleNotificationService.Model;
var client = new AmazonSimpleNotificationServiceClient();
var request = new ListTopicsRequest();
var response = new ListTopicsResponse();
do
{

response = client.ListTopics(request);
foreach (var topic in response.Topics)
{
Console.WriteLine("Topic: {0}", topic.TopicArn);
var subs = client.ListSubscriptionsByTopic(
new ListSubscriptionsByTopicRequest
{
TopicArn = topic.TopicArn
});
var ss = subs.Subscriptions;
if (ss.Any())
{
Console.WriteLine("

}

Subscriptions:");

foreach (var sub in ss)
{
Console.WriteLine("
}

{0}", sub.SubscriptionArn);

var attrs = client.GetTopicAttributes(
new GetTopicAttributesRequest
{
TopicArn = topic.TopicArn
}).Attributes;
if (attrs.Any())
{
Console.WriteLine("

Attributes:");

foreach (var attr in attrs)
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}
}

}

Console.WriteLine("

{0} = {1}", attr.Key, attr.Value);

Console.WriteLine();

request.NextToken = response.NextToken;
} while (!string.IsNullOrEmpty(response.NextToken));

Amazon SNS トピックへのメッセージの送信
次の例は、Amazon SNS トピックにメッセージを送信する方法を示します。この例では、1 つの引数
(Amazon SNS トピックの ARN) を取ります。
using System;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon;
using Amazon.SimpleNotificationService;
using Amazon.SimpleNotificationService.Model;
namespace SnsSendMessage
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
/* Topic ARNs must be in the correct format:
*
arn:aws:sns:REGION:ACCOUNT_ID:NAME
*
* where:
* REGION
is the region in which the topic is created, such as us-west-2
* ACCOUNT_ID is your (typically) 12-character account ID
* NAME
is the name of the topic
*/
string topicArn = args[0];
string message = "Hello at " + DateTime.Now.ToShortTimeString();
var client = new AmazonSimpleNotificationServiceClient(region:
Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
var request = new PublishRequest
{
Message = message,
TopicArn = topicArn
};
try
{

var response = client.Publish(request);
Console.WriteLine("Message sent to topic:");
Console.WriteLine(message);

}

}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("Caught exception publishing request:");
Console.WriteLine(ex.Message);
}
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}

}

フレームワークの使用の詳細については、完全な例、コマンドラインからサンプルをビルドして実行する
方法に関する情報を含む、 GitHub。

1 つの電話番号に SMS メッセージを送信する
次の例は、電話番号に SMS メッセージを送信する方法を示します。この例では、1 つの引数 (電話番号)
を取ります。この引数は、コメントに記載されている 2 つの形式のいずれかである必要があります。
using
using
using
using
using
using

System;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;
Amazon;
Amazon.SimpleNotificationService;
Amazon.SimpleNotificationService.Model;

namespace SnsPublish
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// US phone numbers must be in the correct format:
// +1 (nnn) nnn-nnnn OR +1nnnnnnnnnn
string number = args[0];
string message = "Hello at " + DateTime.Now.ToShortTimeString();
var client = new AmazonSimpleNotificationServiceClient(region:
Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
var request = new PublishRequest
{
Message = message,
PhoneNumber = number
};
try
{

var response = client.Publish(request);
Console.WriteLine("Message sent to " + number + ":");
Console.WriteLine(message);

}

}

}

}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("Caught exception publishing request:");
Console.WriteLine(ex.Message);
}

フレームワークの使用の詳細については、完全な例、コマンドラインからサンプルをビルドして実行する
方法に関する情報を含む、 GitHub。

Amazon SQS を使用したメッセージング
AWS SDK for .NET では Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) がサポートされています。これ
は、システム内のコンポーネント間のメッセージやワークフローを処理するメッセージキューイングサー
ビスです。
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Amazon SQS キューは、マイクロサービス、分散システム、サーバーレスアプリケーションなどのソ
フトウェアコンポーネント間でメッセージを送信、保存、受信できる仕組みを提供します。その結果、
こうしたコンポーネントを切り離すことができるようになり、独自のメッセージングシステムを設計お
よび運用する必要がなくなります。Amazon SQS でのキューとメッセージの仕組みに関する詳細につ
いては、Amazon SQS のチュートリアルおよび Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイドの
「Amazon SQS の仕組み」を参照してください。

Important
キューが持つ分散的な性質のため、Amazon SQS ではメッセージを送信された順序で受信する
ことは保証できません。メッセージの順序を保持する必要がある場合は、Amazon SQS FIFO
キューを使用してください。

API
AWS SDK for .NET では、Amazon SQS クライアント向けの API が提供されています。API を使用する
と、キューやメッセージなどの Amazon SQS 機能を操作できます。このセクションでは、これらの API
を操作する際に活用できるパターンを示すいくつかの例を紹介します。API の完全なセットを確認する
には、AWS SDK for .NET API リファレンスを参照してください (「Amazon.SQS」までスクロールしま
す)。
Amazon SQS API は、によって提供されます。AWSSDK.NET NuGet パッケージパッケージパッケージ化

前提条件
開始する前に、環境がセットアップされている (p. 15)ことを必ず確認してください。また、「プロジェク
トをセットアップする (p. 17)」および「SDK 機能 (p. 50)」の情報を確認してください。

トピック
トピック
• Amazon SQS キューの作成 (p. 191)
• Amazon SQS キューの更新 (p. 198)
• Amazon SQS キューの削除 (p. 202)
• Amazon SQS メッセージの送信 (p. 206)
• Amazon SQS メッセージの受信 (p. 210)

Amazon SQS キューの作成
この例では、AWS SDK for .NET を使用して Amazon SQS キューを作成する方法を示します。ユーザー
がデッドレターキューの ARN を指定しない場合、アプリケーションはデッドレターキューを作成しま
す。次に、デッドレターキュー (ユーザーが指定したもの、または作成されたもの) を含む標準メッセージ
キューを作成します。
コマンドライン引数を何も指定しない場合、アプリケーションは単に既存のすべてのキューに関する情報
を表示します。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 193)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• 既存のキューの表示 (p. 192)
• キューの作成 (p. 192)
• キューの ARN の取得 (p. 193)
• コード全文 (p. 193)
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• 追加の考慮事項 (p. 197)

既存のキューの表示
次のスニペットでは、SQS クライアントのリージョンにある既存のキューのリストと、各キューの属性を
表示します。
このトピックの最後 (p. 193)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to show a list of the existing queues
private static async Task ShowQueues(IAmazonSQS sqsClient)
{
ListQueuesResponse responseList = await sqsClient.ListQueuesAsync("");
Console.WriteLine();
foreach(string qUrl in responseList.QueueUrls)
{
// Get and show all attributes. Could also get a subset.
await ShowAllAttributes(sqsClient, qUrl);
}
}
//
// Method to show all attributes of a queue
private static async Task ShowAllAttributes(IAmazonSQS sqsClient, string qUrl)
{
var attributes = new List<string>{ QueueAttributeName.All };
GetQueueAttributesResponse responseGetAtt =
await sqsClient.GetQueueAttributesAsync(qUrl, attributes);
Console.WriteLine($"Queue: {qUrl}");
foreach(var att in responseGetAtt.Attributes)
Console.WriteLine($"\t{att.Key}: {att.Value}");
}

キューの作成
次のスニペットでは、キューが作成されます。このスニペットにはデッドレターキューの使用が含まれて
いますが、デッドレターキューは必ずしもキューに必要ではありません。
このトピックの最後 (p. 193)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to create a queue. Returns the queue URL.
private static async Task<string> CreateQueue(
IAmazonSQS sqsClient, string qName, string deadLetterQueueUrl=null,
string maxReceiveCount=null, string receiveWaitTime=null)
{
var attrs = new Dictionary<string, string>();
// If a dead-letter queue is given, create a message queue
if(!string.IsNullOrEmpty(deadLetterQueueUrl))
{
attrs.Add(QueueAttributeName.ReceiveMessageWaitTimeSeconds, receiveWaitTime);
attrs.Add(QueueAttributeName.RedrivePolicy,
$"{{\"deadLetterTargetArn\":\"{await GetQueueArn(sqsClient,
deadLetterQueueUrl)}\"," +
$"\"maxReceiveCount\":\"{maxReceiveCount}\"}}");
// Add other attributes for the message queue such as VisibilityTimeout
}
// If no dead-letter queue is given, create one of those instead
//else
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//{
// // Add attributes for the dead-letter queue as needed
// attrs.Add();
//}

}

// Create the queue
CreateQueueResponse responseCreate = await sqsClient.CreateQueueAsync(
new CreateQueueRequest{QueueName = qName, Attributes = attrs});
return responseCreate.QueueUrl;

キューの ARN の取得
次のスニペットでは、指定されたキュー URL で特定されるキューの ARN を取得します。
このトピックの最後 (p. 193)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to get the ARN of a queue
private static async Task<string> GetQueueArn(IAmazonSQS sqsClient, string qUrl)
{
GetQueueAttributesResponse responseGetAtt = await sqsClient.GetQueueAttributesAsync(
qUrl, new List<string>{QueueAttributeName.QueueArn});
return responseGetAtt.QueueARN;
}

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDK.NET
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.SQS
クラス AmazonSQSClient
クラスQueueAttributeName
• 名前空間 Amazon.SQS.Model
クラスCreateQueueRequest
クラスCreateQueueResponse
クラスGetQueueAttributesResponse
クラスListQueuesResponse

コード
using
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
System.Collections.Generic;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;
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namespace SQSCreateQueue
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to create a queue
class Program
{
private const string MaxReceiveCount = "10";
private const string ReceiveMessageWaitTime = "2";
private const int MaxArgs = 3;
static async Task Main(string[] args)
{
// Parse the command line and show help if necessary
var parsedArgs = CommandLine.Parse(args);
if(parsedArgs.Count > MaxArgs)
CommandLine.ErrorExit(
"\nToo many command-line arguments.\nRun the command with no arguments to see
help.");
// Create the Amazon SQS client
var sqsClient = new AmazonSQSClient();
// In the case of no command-line arguments, just show help and the existing queues
if(parsedArgs.Count == 0)
{
PrintHelp();
Console.WriteLine("\nNo arguments specified.");
Console.Write("Do you want to see a list of the existing queues? ((y) or n): ");
string response = Console.ReadLine();
if((string.IsNullOrEmpty(response)) || (response.ToLower() == "y"))
await ShowQueues(sqsClient);
return;
}
// Get the application arguments from
string queueName =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs,
string deadLetterQueueUrl =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs,
string maxReceiveCount =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs,
string receiveWaitTime =
CommandLine.GetArgument(parsedArgs,

the parsed list
null, "-q", "--queue-name");
null, "-d", "--dead-letter-queue");
MaxReceiveCount, "-m", "--max-receive-count");
ReceiveMessageWaitTime, "-w", "--wait-time");

if(string.IsNullOrEmpty(queueName))
CommandLine.ErrorExit(
"\nYou must supply a queue name.\nRun the command with no arguments to see
help.");
// If a dead-letter queue wasn't given, create one
if(string.IsNullOrEmpty(deadLetterQueueUrl))
{
Console.WriteLine("\nNo dead-letter queue was specified. Creating one...");
deadLetterQueueUrl = await CreateQueue(sqsClient, queueName + "__dlq");
Console.WriteLine($"Your new dead-letter queue:");
await ShowAllAttributes(sqsClient, deadLetterQueueUrl);
}

}

// Create the message queue
string messageQueueUrl = await CreateQueue(
sqsClient, queueName, deadLetterQueueUrl, maxReceiveCount, receiveWaitTime);
Console.WriteLine($"Your new message queue:");
await ShowAllAttributes(sqsClient, messageQueueUrl);
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//
// Method to show a list of the existing queues
private static async Task ShowQueues(IAmazonSQS sqsClient)
{
ListQueuesResponse responseList = await sqsClient.ListQueuesAsync("");
Console.WriteLine();
foreach(string qUrl in responseList.QueueUrls)
{
// Get and show all attributes. Could also get a subset.
await ShowAllAttributes(sqsClient, qUrl);
}
}
//
// Method to create a queue. Returns the queue URL.
private static async Task<string> CreateQueue(
IAmazonSQS sqsClient, string qName, string deadLetterQueueUrl=null,
string maxReceiveCount=null, string receiveWaitTime=null)
{
var attrs = new Dictionary<string, string>();
// If a dead-letter queue is given, create a message queue
if(!string.IsNullOrEmpty(deadLetterQueueUrl))
{
attrs.Add(QueueAttributeName.ReceiveMessageWaitTimeSeconds, receiveWaitTime);
attrs.Add(QueueAttributeName.RedrivePolicy,
$"{{\"deadLetterTargetArn\":\"{await GetQueueArn(sqsClient,
deadLetterQueueUrl)}\"," +
$"\"maxReceiveCount\":\"{maxReceiveCount}\"}}");
// Add other attributes for the message queue such as VisibilityTimeout
}
// If no dead-letter queue is given, create one of those instead
//else
//{
// // Add attributes for the dead-letter queue as needed
// attrs.Add();
//}

}

// Create the queue
CreateQueueResponse responseCreate = await sqsClient.CreateQueueAsync(
new CreateQueueRequest{QueueName = qName, Attributes = attrs});
return responseCreate.QueueUrl;

//
// Method to get the ARN of a queue
private static async Task<string> GetQueueArn(IAmazonSQS sqsClient, string qUrl)
{
GetQueueAttributesResponse responseGetAtt = await sqsClient.GetQueueAttributesAsync(
qUrl, new List<string>{QueueAttributeName.QueueArn});
return responseGetAtt.QueueARN;
}
//
// Method to show all attributes of a queue
private static async Task ShowAllAttributes(IAmazonSQS sqsClient, string qUrl)
{
var attributes = new List<string>{ QueueAttributeName.All };
GetQueueAttributesResponse responseGetAtt =
await sqsClient.GetQueueAttributesAsync(qUrl, attributes);
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}

Console.WriteLine($"Queue: {qUrl}");
foreach(var att in responseGetAtt.Attributes)
Console.WriteLine($"\t{att.Key}: {att.Value}");

//
// Command-line help
private static void PrintHelp()
{
Console.WriteLine(
"\nUsage: SQSCreateQueue -q <queue-name> [-d <dead-letter-queue>]" +
" [-m <max-receive-count>] [-w <wait-time>]" +
"\n -q, --queue-name: The name of the queue you want to create." +
"\n -d, --dead-letter-queue: The URL of an existing queue to be used as the deadletter queue."+
"\n
If this argument isn't supplied, a new dead-letter queue will be created." +
"\n -m, --max-receive-count: The value for maxReceiveCount in the RedrivePolicy of
the queue." +
$"\n
Default is {MaxReceiveCount}." +
"\n -w, --wait-time: The value for ReceiveMessageWaitTimeSeconds of the queue for
long polling." +
$"\n
Default is {ReceiveMessageWaitTime}.");
}
}
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class that represents a command line on the console or terminal.
// (This is the same for all examples. When you have seen it once, you can ignore it.)
static class CommandLine
{
//
// Method to parse a command line of the form: "--key value" or "-k value".
//
// Parameters:
// - args: The command-line arguments passed into the application by the system.
//
// Returns:
// A Dictionary with string Keys and Values.
//
// If a key is found without a matching value, Dictionary.Value is set to the key
// (including the dashes).
// If a value is found without a matching key, Dictionary.Key is set to "--NoKeyN",
// where "N" represents sequential numbers.
public static Dictionary<string,string> Parse(string[] args)
{
var parsedArgs = new Dictionary<string,string>();
int i = 0, n = 0;
while(i < args.Length)
{
// If the first argument in this iteration starts with a dash it's an option.
if(args[i].StartsWith("-"))
{
var key = args[i++];
var value = key;

}

// Check to see if there's a value that goes with this option?
if((i < args.Length) && (!args[i].StartsWith("-"))) value = args[i++];
parsedArgs.Add(key, value);

// If the first argument in this iteration doesn't start with a dash, it's a value
else
{
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}
}

}

parsedArgs.Add("--NoKey" + n.ToString(), args[i++]);
n++;

return parsedArgs;

//
// Method to get an argument from the parsed command-line arguments
//
// Parameters:
// - parsedArgs: The Dictionary object returned from the Parse() method (shown above).
// - defaultValue: The default string to return if the specified key isn't in
parsedArgs.
// - keys: An array of keys to look for in parsedArgs.
public static string GetArgument(
Dictionary<string,string> parsedArgs, string defaultReturn, params string[] keys)
{
string retval = null;
foreach(var key in keys)
if(parsedArgs.TryGetValue(key, out retval)) break;
return retval ?? defaultReturn;
}

}

//
// Method to exit the application with an error.
public static void ErrorExit(string msg, int code=1)
{
Console.WriteLine("\nError");
Console.WriteLine(msg);
Environment.Exit(code);
}

}

追加の考慮事項
• キュー名は、英数字、ハイフン、およびアンダースコアで構成する必要があります。
• キュー名とキュー URL では大文字と小文字が区別されます。
• キュー URL が必要なときにキュー名しかない場合には、AmazonSQSClient.GetQueueUrlAsync メ
ソッドのいずれかを使用してください。
• 設定できるさまざまなキュー属性の詳細については、「」を参照してくださ
い。CreateQueueRequestのAWS SDK for .NETAPI リファレンスまたはSetQueueAttributesのAmazon
Simple Queue Service 用ユーザー。
• この例では、作成するキュー上のすべてのメッセージに対してロングポーリングを指定します。これは
ReceiveMessageWaitTimeSeconds 属性を使用して行われます。
AmazonSQSClient クラスの ReceiveMessageAsync メソッドの呼び出し中にロングポーリングを指定
することもできます。詳細については、「Amazon SQS メッセージの受信 (p. 210)」を参照してくだ
さい。
ショートポーリングとロングポーリングの違いに関する詳細については、Amazon Simple Queue
Service デベロッパーガイドの「ショートポーリングとロングポーリング」を参照してください。
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• デッドレターキューとは、他の (送信元) キューが正常に処理されないメッセージの送信先として使
用できるキューのことです。詳細については、Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイドの
「Amazon SQS デッドレターキュー」を参照してください。
• キューのリストとこの例の結果は、Amazon SQS コンソールでも確認できます。

Amazon SQS キューの更新
この例では、AWS SDK for .NET を使用して Amazon SQS キューを更新する方法を示します。アプリケー
ションはいくつかのチェックを行った後、指定された属性を指定された値で更新し、キューのすべての属
性を表示します。
コマンドライン引数にキュー URL のみを含めた場合、アプリケーションは単にキューのすべての属性を表
示します。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 199)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• キュー属性の表示 (p. 198)
• 属性名の検証 (p. 198)
• キュー属性の更新 (p. 199)
• コード全文 (p. 199)
• 追加の考慮事項 (p. 202)

キュー属性の表示
次のスニペットでは、指定されたキュー URL で特定されるキューの属性を表示します。
このトピックの最後 (p. 199)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to show all attributes of a queue
private static async Task ShowAllAttributes(IAmazonSQS sqsClient, string qUrl)
{
GetQueueAttributesResponse responseGetAtt =
await sqsClient.GetQueueAttributesAsync(qUrl,
new List<string>{ QueueAttributeName.All });
Console.WriteLine($"Queue: {qUrl}");
foreach(var att in responseGetAtt.Attributes)
Console.WriteLine($"\t{att.Key}: {att.Value}");
}

属性名の検証
次のスニペットでは、更新される属性の名前を検証します。
このトピックの最後 (p. 199)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to check the name of the attribute
private static bool ValidAttribute(string attribute)
{
var attOk = false;
var qAttNameType = typeof(QueueAttributeName);
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}

List<string> qAttNamefields = new List<string>();
foreach(var field in qAttNameType.GetFields())
qAttNamefields.Add(field.Name);
foreach(var name in qAttNamefields)
if(attribute == name) { attOk = true; break; }
return attOk;

キュー属性の更新
次のスニペットでは、指定されたキュー URL で特定されるキューの属性を更新します。
このトピックの最後 (p. 199)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to update a queue attribute
private static async Task UpdateAttribute(
IAmazonSQS sqsClient, string qUrl, string attribute, string value)
{
await sqsClient.SetQueueAttributesAsync(qUrl,
new Dictionary<string, string>{{attribute, value}});
}

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDK.NET
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.SQS
クラス AmazonSQSClient
クラスQueueAttributeName
• 名前空間 Amazon.SQS.Model
クラスGetQueueAttributesResponse

コード
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;

namespace SQSUpdateQueue
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to update a queue
class Program
{
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private const int MaxArgs = 3;
private const int InvalidArgCount = 2;
static async Task Main(string[] args)
{
// Parse the command line and show help if necessary
var parsedArgs = CommandLine.Parse(args);
if(parsedArgs.Count == 0)
{
PrintHelp();
return;
}
if((parsedArgs.Count > MaxArgs) || (parsedArgs.Count == InvalidArgCount))
CommandLine.ErrorExit("\nThe number of command-line arguments is incorrect." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");
// Get the application arguments from the parsed list
var qUrl = CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-q");
var attribute = CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-a");
var value = CommandLine.GetArgument(parsedArgs, null, "-v", "--value");
if(string.IsNullOrEmpty(qUrl))
CommandLine.ErrorExit("\nYou must supply at least a queue URL." +
"\nRun the command with no arguments to see help.");
// Create the Amazon SQS client
var sqsClient = new AmazonSQSClient();
// In the case of one command-line argument, just show the attributes for the queue
if(parsedArgs.Count == 1)
await ShowAllAttributes(sqsClient, qUrl);

}

// Otherwise, attempt to update the given queue attribute with the given value
else
{
// Check to see if the attribute is valid
if(ValidAttribute(attribute))
{
// Perform the update and then show all the attributes of the queue
await UpdateAttribute(sqsClient, qUrl, attribute, value);
await ShowAllAttributes(sqsClient, qUrl);
}
else
{
Console.WriteLine($"\nThe given attribute name, {attribute}, isn't valid.");
}
}

//
// Method to show all attributes of a queue
private static async Task ShowAllAttributes(IAmazonSQS sqsClient, string qUrl)
{
GetQueueAttributesResponse responseGetAtt =
await sqsClient.GetQueueAttributesAsync(qUrl,
new List<string>{ QueueAttributeName.All });
Console.WriteLine($"Queue: {qUrl}");
foreach(var att in responseGetAtt.Attributes)
Console.WriteLine($"\t{att.Key}: {att.Value}");
}
//
// Method to check the name of the attribute
private static bool ValidAttribute(string attribute)
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}

var attOk = false;
var qAttNameType = typeof(QueueAttributeName);
List<string> qAttNamefields = new List<string>();
foreach(var field in qAttNameType.GetFields())
qAttNamefields.Add(field.Name);
foreach(var name in qAttNamefields)
if(attribute == name) { attOk = true; break; }
return attOk;

//
// Method to update a queue attribute
private static async Task UpdateAttribute(
IAmazonSQS sqsClient, string qUrl, string attribute, string value)
{
await sqsClient.SetQueueAttributesAsync(qUrl,
new Dictionary<string, string>{{attribute, value}});
}

}

//
// Command-line help
private static void PrintHelp()
{
Console.WriteLine("\nUsage: SQSUpdateQueue -q queue_url [-a attribute -v value]");
Console.WriteLine(" -q: The URL of the queue you want to update.");
Console.WriteLine(" -a: The name of the attribute to update.");
Console.WriteLine(" -v, --value: The value to assign to the attribute.");
}

// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=

// Class that represents a command line on the console or terminal.
// (This is the same for all examples. When you have seen it once, you can ignore it.)
static class CommandLine
{
//
// Method to parse a command line of the form: "--key value" or "-k value".
//
// Parameters:
// - args: The command-line arguments passed into the application by the system.
//
// Returns:
// A Dictionary with string Keys and Values.
//
// If a key is found without a matching value, Dictionary.Value is set to the key
// (including the dashes).
// If a value is found without a matching key, Dictionary.Key is set to "--NoKeyN",
// where "N" represents sequential numbers.
public static Dictionary<string,string> Parse(string[] args)
{
var parsedArgs = new Dictionary<string,string>();
int i = 0, n = 0;
while(i < args.Length)
{
// If the first argument in this iteration starts with a dash it's an option.
if(args[i].StartsWith("-"))
{
var key = args[i++];
var value = key;
// Check to see if there's a value that goes with this option?

201

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
Amazon SQS

}

}
}

if((i < args.Length) && (!args[i].StartsWith("-"))) value = args[i++];
parsedArgs.Add(key, value);

// If the first argument in this iteration doesn't start with a dash, it's a value
else
{
parsedArgs.Add("--NoKey" + n.ToString(), args[i++]);
n++;
}

return parsedArgs;

//
// Method to get an argument from the parsed command-line arguments
//
// Parameters:
// - parsedArgs: The Dictionary object returned from the Parse() method (shown above).
// - defaultValue: The default string to return if the specified key isn't in
parsedArgs.
// - keys: An array of keys to look for in parsedArgs.
public static string GetArgument(
Dictionary<string,string> parsedArgs, string defaultReturn, params string[] keys)
{
string retval = null;
foreach(var key in keys)
if(parsedArgs.TryGetValue(key, out retval)) break;
return retval ?? defaultReturn;
}

}

//
// Method to exit the application with an error.
public static void ErrorExit(string msg, int code=1)
{
Console.WriteLine("\nError");
Console.WriteLine(msg);
Environment.Exit(code);
}

}

追加の考慮事項
• RedrivePolicy 属性を更新するには、値全体を引用符で囲み、キーと値のペアの引用符をお使いのオ
ペレーティングシステムに応じた適切な方法でエスケープする必要があります。
例えば Windows では、値は次のような形で構成されます。
"{\"deadLetterTargetArn\":\"DEAD_LETTER-QUEUE-ARN\",\"maxReceiveCount\":\"10\"}"

Amazon SQS キューの削除
この例では、AWS SDK for .NET を使用して Amazon SQS キューを削除する方法を示します。アプリケー
ションはキューを削除し、キューがなくなるまで一定時間待ってから、残っているキューのリストを表示
します。
コマンドライン引数を何も指定しない場合、アプリケーションは単に既存のキューのリストを表示しま
す。
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以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 204)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• キューの削除 (p. 203)
• キューがなくなるまで待機 (p. 203)
• 既存のキューのリストの表示 (p. 204)
• コード全文 (p. 204)
• 追加の考慮事項 (p. 206)

キューの削除
次のスニペットでは、指定されたキュー URL で特定されるキューを削除します。
このトピックの最後 (p. 204)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to delete an SQS queue
private static async Task DeleteQueue(IAmazonSQS sqsClient, string qUrl)
{
Console.WriteLine($"Deleting queue {qUrl}...");
await sqsClient.DeleteQueueAsync(qUrl);
Console.WriteLine($"Queue {qUrl} has been deleted.");
}

キューがなくなるまで待機
次のスニペットでは、削除プロセスが完了するまで待機します。この処理には 60 秒かかる場合がありま
す。
このトピックの最後 (p. 204)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to wait up to a given number of seconds
private static async Task Wait(
IAmazonSQS sqsClient, int numSeconds, string qUrl)
{
Console.WriteLine($"Waiting for up to {numSeconds} seconds.");
Console.WriteLine("Press any key to stop waiting. (Response might be slightly
delayed.)");
for(int i=0; i<numSeconds; i++)
{
Console.Write(".");
Thread.Sleep(1000);
if(Console.KeyAvailable) break;
// Check to see if the queue is gone yet
var found = false;
ListQueuesResponse responseList = await sqsClient.ListQueuesAsync("");
foreach(var url in responseList.QueueUrls)
{
if(url == qUrl)
{
found = true;
break;
}
}
if(!found) break;
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}

}

既存のキューのリストの表示
次のスニペットでは、SQS クライアントのリージョンにある既存のキューのリストを表示します。
このトピックの最後 (p. 204)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to show a list of the existing queues
private static async Task ListQueues(IAmazonSQS sqsClient)
{
ListQueuesResponse responseList = await sqsClient.ListQueuesAsync("");
Console.WriteLine("\nList of queues:");
foreach(var qUrl in responseList.QueueUrls)
Console.WriteLine($"- {qUrl}");
}

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDK.NET
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.SQS
クラス AmazonSQSClient
• 名前空間 Amazon.SQS.Model
クラスListQueuesResponse

コード
using
using
using
using
using

System;
System.Threading;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;

namespace SQSDeleteQueue
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to update a queue
class Program
{
private const int TimeToWait = 60;
static async Task Main(string[] args)
{
// Create the Amazon SQS client
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var sqsClient = new AmazonSQSClient();
// If no command-line arguments, just show a list of the queues
if(args.Length == 0)
{
Console.WriteLine("\nUsage: SQSCreateQueue queue_url");
Console.WriteLine("
queue_url - The URL of the queue you want to delete.");
Console.WriteLine("\nNo arguments specified.");
Console.Write("Do you want to see a list of the existing queues? ((y) or n): ");
var response = Console.ReadLine();
if((string.IsNullOrEmpty(response)) || (response.ToLower() == "y"))
await ListQueues(sqsClient);
return;
}

}

// If given a queue URL, delete that queue
if(args[0].StartsWith("https://sqs."))
{
// Delete the queue
await DeleteQueue(sqsClient, args[0]);
// Wait for a little while because it takes a while for the queue to disappear
await Wait(sqsClient, TimeToWait, args[0]);
// Show a list of the remaining queues
await ListQueues(sqsClient);
}
else
{
Console.WriteLine("The command-line argument isn't a queue URL:");
Console.WriteLine($"{args[0]}");
}

//
// Method to delete an SQS queue
private static async Task DeleteQueue(IAmazonSQS sqsClient, string qUrl)
{
Console.WriteLine($"Deleting queue {qUrl}...");
await sqsClient.DeleteQueueAsync(qUrl);
Console.WriteLine($"Queue {qUrl} has been deleted.");
}
//
// Method to wait up to a given number of seconds
private static async Task Wait(
IAmazonSQS sqsClient, int numSeconds, string qUrl)
{
Console.WriteLine($"Waiting for up to {numSeconds} seconds.");
Console.WriteLine("Press any key to stop waiting. (Response might be slightly
delayed.)");
for(int i=0; i<numSeconds; i++)
{
Console.Write(".");
Thread.Sleep(1000);
if(Console.KeyAvailable) break;
// Check to see if the queue is gone yet
var found = false;
ListQueuesResponse responseList = await sqsClient.ListQueuesAsync("");
foreach(var url in responseList.QueueUrls)
{
if(url == qUrl)
{
found = true;
break;
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}

}

}

}

}
}
if(!found) break;

//
// Method to show a list of the existing queues
private static async Task ListQueues(IAmazonSQS sqsClient)
{
ListQueuesResponse responseList = await sqsClient.ListQueuesAsync("");
Console.WriteLine("\nList of queues:");
foreach(var qUrl in responseList.QueueUrls)
Console.WriteLine($"- {qUrl}");
}

追加の考慮事項
• DeleteQueueAsync API コールでは、削除しようとしているキューがデッドレターキューとして使用
されているかどうかはチェックされません。チェックするには、より高度な手順が必要になります。
• キューのリストとこの例の結果は、Amazon SQS コンソールでも確認できます。

Amazon SQS メッセージの送信
この例では、AWS SDK for .NET を使用して Amazon SQS キューにメッセージを送信する方法を示しま
す。Amazon SQS キューはプログラムを使用 (p. 191)して、または Amazon SQS コンソールを使用して
作成できます。アプリケーションは 1 つのメッセージをキューに送信し、次にメッセージのバッチを送信
します。その後、アプリケーションはユーザーからの入力を待ちます。入力としては、キューに送信する
追加メッセージや、アプリケーションの終了要求などが考えられます。
この例と、次のメッセージの受信に関する例 (p. 210)を一緒に使用して、Amazon SQS のメッセージフ
ローを確認できます。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 207)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• メッセージの送信 (p. 206)
• メッセージのバッチの送信 (p. 207)
• キューからのすべてのメッセージの削除 (p. 207)
• コード全文 (p. 207)
• 追加の考慮事項 (p. 210)

メッセージの送信
次のスニペットでは、指定されたキュー URL で特定されるキューにメッセージを送信します。
このトピックの最後 (p. 207)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to put a message on a queue
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// Could be expanded to include message attributes, etc., in a SendMessageRequest
private static async Task SendMessage(
IAmazonSQS sqsClient, string qUrl, string messageBody)
{
SendMessageResponse responseSendMsg =
await sqsClient.SendMessageAsync(qUrl, messageBody);
Console.WriteLine($"Message added to queue\n {qUrl}");
Console.WriteLine($"HttpStatusCode: {responseSendMsg.HttpStatusCode}");
}

メッセージのバッチの送信
次のスニペットでは、指定されたキュー URL で特定されるキューにメッセージのバッチを送信します。
このトピックの最後 (p. 207)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to put a batch of messages on a queue
// Could be expanded to include message attributes, etc.,
// in the SendMessageBatchRequestEntry objects
private static async Task SendMessageBatch(
IAmazonSQS sqsClient, string qUrl, List<SendMessageBatchRequestEntry> messages)
{
Console.WriteLine($"\nSending a batch of messages to queue\n {qUrl}");
SendMessageBatchResponse responseSendBatch =
await sqsClient.SendMessageBatchAsync(qUrl, messages);
// Could test responseSendBatch.Failed here
foreach(SendMessageBatchResultEntry entry in responseSendBatch.Successful)
Console.WriteLine($"Message {entry.Id} successfully queued.");
}

キューからのすべてのメッセージの削除
次のスニペットでは、指定されたキュー URL で特定されるキューからすべてのメッセージを削除します。
この操作は、キューの消去とも呼ばれます。
このトピックの最後 (p. 207)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to delete all messages from the queue
private static async Task DeleteAllMessages(IAmazonSQS sqsClient, string qUrl)
{
Console.WriteLine($"\nPurging messages from queue\n {qUrl}...");
PurgeQueueResponse responsePurge = await sqsClient.PurgeQueueAsync(qUrl);
Console.WriteLine($"HttpStatusCode: {responsePurge.HttpStatusCode}");
}

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDK.NET
プログラミング要素:
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• 名前空間 Amazon.SQS
クラス AmazonSQSClient
• 名前空間 Amazon.SQS.Model
クラスPurgeQueueResponse
クラスSendMessageBatchResponse
クラスSendMessageResponse
クラスSendMessageBatchRequestEntry
クラスSendMessageBatchResultEntry

コード
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;

namespace SQSSendMessages
{
// = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
// Class to send messages to a queue
class Program
{
// Some example messages to send to the queue
private const string JsonMessage = "{\"product\":[{\"name\":\"Product A\",\"price\":
\"32\"},{\"name\": \"Product B\",\"price\": \"27\"}]}";
private const string XmlMessage = "<products><product name=\"Product A\" price=\"32\" /
><product name=\"Product B\" price=\"27\" /></products>";
private const string CustomMessage = "||product|Product A|32||product|Product B|27||";
private const string TextMessage = "Just a plain text message.";
static async Task Main(string[] args)
{
// Do some checks on the command-line
if(args.Length == 0)
{
Console.WriteLine("\nUsage: SQSSendMessages queue_url");
Console.WriteLine("
queue_url - The URL of an existing SQS queue.");
return;
}
if(!args[0].StartsWith("https://sqs."))
{
Console.WriteLine("\nThe command-line argument isn't a queue URL:");
Console.WriteLine($"{args[0]}");
return;
}
// Create the Amazon SQS client
var sqsClient = new AmazonSQSClient();
// (could verify that the queue exists)
// Send some example messages to the given queue
// A single message
await SendMessage(sqsClient, args[0], JsonMessage);
// A batch of messages
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var batchMessages = new List<SendMessageBatchRequestEntry>{
new SendMessageBatchRequestEntry("xmlMsg", XmlMessage),
new SendMessageBatchRequestEntry("customeMsg", CustomMessage),
new SendMessageBatchRequestEntry("textMsg", TextMessage)};
await SendMessageBatch(sqsClient, args[0], batchMessages);
// Let the user send their own messages or quit
await InteractWithUser(sqsClient, args[0]);

}

// Delete all messages that are still in the queue
await DeleteAllMessages(sqsClient, args[0]);

//
// Method to put a message on a queue
// Could be expanded to include message attributes, etc., in a SendMessageRequest
private static async Task SendMessage(
IAmazonSQS sqsClient, string qUrl, string messageBody)
{
SendMessageResponse responseSendMsg =
await sqsClient.SendMessageAsync(qUrl, messageBody);
Console.WriteLine($"Message added to queue\n {qUrl}");
Console.WriteLine($"HttpStatusCode: {responseSendMsg.HttpStatusCode}");
}
//
// Method to put a batch of messages on a queue
// Could be expanded to include message attributes, etc.,
// in the SendMessageBatchRequestEntry objects
private static async Task SendMessageBatch(
IAmazonSQS sqsClient, string qUrl, List<SendMessageBatchRequestEntry> messages)
{
Console.WriteLine($"\nSending a batch of messages to queue\n {qUrl}");
SendMessageBatchResponse responseSendBatch =
await sqsClient.SendMessageBatchAsync(qUrl, messages);
// Could test responseSendBatch.Failed here
foreach(SendMessageBatchResultEntry entry in responseSendBatch.Successful)
Console.WriteLine($"Message {entry.Id} successfully queued.");
}
//
// Method to get input from the user
// They can provide messages to put in the queue or exit the application
private static async Task InteractWithUser(IAmazonSQS sqsClient, string qUrl)
{
string response;
while (true)
{
// Get the user's input
Console.WriteLine("\nType a message for the queue or \"exit\" to quit:");
response = Console.ReadLine();
if(response.ToLower() == "exit") break;

}

}

// Put the user's message in the queue
await SendMessage(sqsClient, qUrl, response);

//
// Method to delete all messages from the queue
private static async Task DeleteAllMessages(IAmazonSQS sqsClient, string qUrl)
{
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}

}

}

Console.WriteLine($"\nPurging messages from queue\n {qUrl}...");
PurgeQueueResponse responsePurge = await sqsClient.PurgeQueueAsync(qUrl);
Console.WriteLine($"HttpStatusCode: {responsePurge.HttpStatusCode}");

追加の考慮事項
• 許可される文字など、メッセージのさまざまな制限については、Amazon Simple Queue Service デベ
ロッパーガイドの「メッセージに関連するクォータ」を参照してください。
• メッセージは削除されるか、またはキューが消去されるまでキューに残ります。アプリケーションが
メッセージを受信すると、そのメッセージはキュー内にまだ存在していたとしてもキューで表示されな
くなります。可視性タイムアウトの詳細については、「Amazon SQS 可視性タイムアウト」を参照して
ください。
• メッセージ本文に加えて、メッセージに属性を追加することもできます。詳細については、「メッセー
ジメタデータ」を参照してください。

Amazon SQS メッセージの受信
この例では、AWS SDK for .NET を使用して Amazon SQS キューからメッセージを受信する方法を示しま
す。Amazon SQS キューはプログラムを使用 (p. 191)して、または Amazon SQS コンソールを使用し
て作成できます。アプリケーションはキューから 1 つのメッセージを読み取り、メッセージを処理 (この
例ではコンソールにメッセージ本文を表示) した後で、キューからメッセージを削除します。アプリケー
ションは、ユーザーがキーボードでキーを入力するまで、これらの手順を繰り返します。
この例と、前のメッセージの送信に関する例 (p. 206)を一緒に使用して、Amazon SQS のメッセージフ
ローを確認できます。
以下のセクションでは、この例のスニペットを確認できます。その下には、この例のコードの全
文 (p. 211)が示されており、そのままビルドして実行できます。
トピック
• メッセージの受信 (p. 210)
• メッセージの削除 (p. 211)
• コード全文 (p. 211)
• 追加の考慮事項 (p. 213)

メッセージの受信
次のスニペットでは、指定されたキュー URL で特定されるキューからメッセージを受信します。
このトピックの最後 (p. 211)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to read a message from the given queue
// In this example, it gets one message at a time
private static async Task<ReceiveMessageResponse> GetMessage(
IAmazonSQS sqsClient, string qUrl, int waitTime=0)
{
return await sqsClient.ReceiveMessageAsync(new ReceiveMessageRequest{
QueueUrl=qUrl,
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}

MaxNumberOfMessages=MaxMessages,
WaitTimeSeconds=waitTime
// (Could also request attributes, set visibility timeout, etc.)
});

メッセージの削除
次のスニペットでは、指定されたキュー URL で特定されるキューからメッセージを削除します。
このトピックの最後 (p. 211)で、スニペットが実際に使用されている例を確認できます。
//
// Method to delete a message from a queue
private static async Task DeleteMessage(
IAmazonSQS sqsClient, Message message, string qUrl)
{
Console.WriteLine($"\nDeleting message {message.MessageId} from queue...");
await sqsClient.DeleteMessageAsync(qUrl, message.ReceiptHandle);
}

コード全文
このセクションでは、例に関連する参考資料とコードの全文を示します。

SDK リファレンス
NuGet パッケージ:
• AWSSDK.NET
プログラミング要素:
• 名前空間 Amazon.SQS
クラス AmazonSQSClient
• 名前空間 Amazon.SQS.Model
クラスReceiveMessageRequest
クラスReceiveMessageResponse

コード
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;

namespace SQSReceiveMessages
{
class Program
{
private const int MaxMessages = 1;
private const int WaitTime = 2;
static async Task Main(string[] args)
{
// Do some checks on the command-line
if(args.Length == 0)
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Console.WriteLine("\nUsage: SQSReceiveMessages queue_url");
Console.WriteLine("
queue_url - The URL of an existing SQS queue.");
return;

}
if(!args[0].StartsWith("https://sqs."))
{
Console.WriteLine("\nThe command-line argument isn't a queue URL:");
Console.WriteLine($"{args[0]}");
return;
}
// Create the Amazon SQS client
var sqsClient = new AmazonSQSClient();

}

// (could verify that the queue exists)
// Read messages from the queue and perform appropriate actions
Console.WriteLine($"Reading messages from queue\n {args[0]}");
Console.WriteLine("Press any key to stop. (Response might be slightly delayed.)");
do
{
var msg = await GetMessage(sqsClient, args[0], WaitTime);
if(msg.Messages.Count != 0)
{
if(ProcessMessage(msg.Messages[0]))
await DeleteMessage(sqsClient, msg.Messages[0], args[0]);
}
} while(!Console.KeyAvailable);

//
// Method to read a message from the given queue
// In this example, it gets one message at a time
private static async Task<ReceiveMessageResponse> GetMessage(
IAmazonSQS sqsClient, string qUrl, int waitTime=0)
{
return await sqsClient.ReceiveMessageAsync(new ReceiveMessageRequest{
QueueUrl=qUrl,
MaxNumberOfMessages=MaxMessages,
WaitTimeSeconds=waitTime
// (Could also request attributes, set visibility timeout, etc.)
});
}
//
// Method to process a message
// In this example, it simply prints the message
private static bool ProcessMessage(Message message)
{
Console.WriteLine($"\nMessage body of {message.MessageId}:");
Console.WriteLine($"{message.Body}");
return true;
}

}

//
// Method to delete a message from a queue
private static async Task DeleteMessage(
IAmazonSQS sqsClient, Message message, string qUrl)
{
Console.WriteLine($"\nDeleting message {message.MessageId} from queue...");
await sqsClient.DeleteMessageAsync(qUrl, message.ReceiptHandle);
}
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}

追加の考慮事項
• ロングポーリングを指定するために、この例では ReceiveMessageAsync メソッドへの各呼び出しで
WaitTimeSeconds プロパティを使用しています。
キューの作成時 (p. 191)または更新時 (p. 198)に ReceiveMessageWaitTimeSeconds 属性を使用
して、キューのすべてのメッセージにロングポーリングを指定することもできます。
ショートポーリングとロングポーリングの違いに関する詳細については、Amazon Simple Queue
Service デベロッパーガイドの「ショートポーリングとロングポーリング」を参照してください。
• メッセージの処理中に受信ハンドルを使用して、メッセージの可視性タイムアウトを変更できます。そ
の方法については、AmazonSQSClient クラスの ChangeMessageVisibilityAsync メソッドを参照
してください。
• DeleteMessageAsync メソッドを無条件で呼び出すと、可視性タイムアウトの設定にかかわらず、
メッセージがキューから削除されます。

のその他のコード例AWS SDK for .NET
このコード例は、次のコードの例は以下の方法を示しています。AWS SDK for .NETとAWS。
これらの例は、以下のカテゴリに分類されます。
単一サービスアクション
個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
単一サービスのシナリオ
同じサービス内で複数の関数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード例。
クロスサービスの例
複数の AWS のサービスで動作するサンプルアプリケーション。
例
• 単一サービスのアクションとシナリオAWS SDK for .NET (p. 213)
• を使用するクロスサービスの例AWS SDK for .NET (p. 507)

単一サービスのアクションとシナリオAWS SDK
for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETとAWS のサービス。
アクション個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ同じサービス内で複数の関数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード例。
サービス
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• ACM の使用例AWS SDK for .NET (p. 214)
• CloudWatch の使用例AWS SDK for .NET (p. 217)
• CloudWatch 使用例AWS SDK for .NET (p. 226)
• Amazon Cognito 例AWS SDK for .NET (p. 234)
• Amazon Comprehend の使用例AWS SDK for .NET (p. 244)
• DynamoDB での例AWS SDK for .NET (p. 251)
• Amazon EC2 での例AWS SDK for .NET (p. 291)
• Amazon EC2 Auto Scaling の使用例AWS SDK for .NET (p. 302)
• AWS Glueの使用例AWS SDK for .NET (p. 317)
• IAM の使用例AWS SDK for .NET (p. 336)
• AWS KMSの使用例AWS SDK for .NET (p. 357)
• Kinesis での例AWS SDK for .NET (p. 364)
• Lambda での例AWS SDK for .NET (p. 373)
• Organizations 例AWS SDK for .NET (p. 376)
• Amazon Polly の使用例AWS SDK for .NET (p. 387)
• Amazon RDS での例AWS SDK for .NET (p. 395)
• Amazon Rekognition の使用例AWS SDK for .NET (p. 416)
• Amazon S3 例AWS SDK for .NET (p. 436)
• S3 Glacier での例AWS SDK for .NET (p. 450)
• Amazon SES での例AWS SDK for .NET (p. 457)
• Amazon SNS での例AWS SDK for .NET (p. 465)
• Amazon SQS での例AWS SDK for .NET (p. 474)
• AWS STSの使用例AWS SDK for .NET (p. 488)
• Secrets Manager の使用例AWS SDK for .NET (p. 490)
• Amazon Transcribeの使用例AWS SDK for .NET (p. 492)
• Amazon Translate の使用例AWS SDK for .NET (p. 500)

ACM の使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETACM の使用。
アクション個々の ACM 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオは、複数の ACM 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を示します。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 214)

アクション
証明書の説明
次のコード例は、ACM 証明書の表示方法を示しています。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

Amazon;
Amazon.CertificateManager;
Amazon.CertificateManager.Model;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace DescribeCertificate
{
class DescribeCertificate
{
// The following example retrieves and displays the metadate for a
// certificate using the AWS Certificate Manager (ACM) service. It
// was created using AWS SDK for .NET 3.5 and .NET 5.0.
// Specify your AWS Region (an example Region is shown).
private static readonly RegionEndpoint ACMRegion = RegionEndpoint.USEast1;
private static AmazonCertificateManagerClient _client;
static void Main(string[] args)
{
var _client = new
Amazon.CertificateManager.AmazonCertificateManagerClient(ACMRegion);
var describeCertificateReq = new DescribeCertificateRequest();
// The ARN used here is just an example. Replace it with the ARN of
// a certificate that exists on your account.
describeCertificateReq.CertificateArn =
"arn:aws:acm:useast-1:123456789012:certificate/8cfd7dae-9b6a-2d07-92bc-1c309EXAMPLE";
var certificateDetailResp =
DescribeCertificateResponseAsync(client: _client, request:
describeCertificateReq);
var certificateDetail = certificateDetailResp.Result.Certificate;

}

if (certificateDetail is not null)
{
DisplayCertificateDetails(certificateDetail);
}

/// <summary>
/// Displays detailed metadata about a certificate retrieved
/// using the ACM service.
/// </summary>
/// <param name="certificateDetail">The object that contains details
/// returned from the call to DescribeCertificateAsync.</param>
static void DisplayCertificateDetails(CertificateDetail certificateDetail)
{
Console.WriteLine("\nCertificate Details: ");
Console.WriteLine($"Certificate Domain: {certificateDetail.DomainName}");
Console.WriteLine($"Certificate Arn: {certificateDetail.CertificateArn}");
Console.WriteLine($"Certificate Subject: {certificateDetail.Subject}");
Console.WriteLine($"Certificate Status: {certificateDetail.Status}");
foreach (var san in certificateDetail.SubjectAlternativeNames)
{
Console.WriteLine($"Certificate SubjectAlternativeName: {san}");
}
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}
/// <summary>
/// Retrieves the metadata associated with the ACM service certificate.
/// </summary>
/// <param name="client">An AmazonCertificateManagerClient object
/// used to call DescribeCertificateResponse.</param>
/// <param name="request">The DescribeCertificateRequest object that
/// will be passed to the method call.</param>
/// <returns></returns>
static async Task<DescribeCertificateResponse>
DescribeCertificateResponseAsync(
AmazonCertificateManagerClient client, DescribeCertificateRequest request)
{
var response = new DescribeCertificateResponse();
try
{

found.");

}

}

response = await client.DescribeCertificateAsync(request);
}
catch (InvalidArnException ex)
{
Console.WriteLine($"Error: The ARN specified is invalid.");
}
catch (ResourceNotFoundException ex)
{
Console.WriteLine($"Error: The specified certificate could not be
}
return response;

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeCertificateにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

証明書を一覧表示する
次のコード例は、ACM 証明書の一覧表示方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

Amazon;
Amazon.CertificateManager;
Amazon.CertificateManager.Model;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace ListCertificates
{
// The following example retrieves and displays a list of the
// certificates defined for the default account using the AWS
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// Certificate Manager (ACM) service. It was created using
// AWS SDK for .NET 3.5 and .NET 5.0.
class ListCertificates
{
// Specify your AWS Region (an example Region is shown).
private static readonly RegionEndpoint ACMRegion = RegionEndpoint.USEast1;
private static AmazonCertificateManagerClient _client;
static void Main(string[] args)
{
var _client = new AmazonCertificateManagerClient(ACMRegion);
var certificateList = ListCertificatesResponseAsync(client: _client);
Console.WriteLine("Certificate Summary List\n");
foreach (var certificate in certificateList.Result.CertificateSummaryList)
{
Console.WriteLine($"Certificate Domain: {certificate.DomainName}");
Console.WriteLine($"Certificate ARN: {certificate.CertificateArn}\n");
}
}
/// <summary>
/// Retrieves a list of the certificates defined in this Region.
/// </summary>
/// <param name="client">The ACM client object passed to the
/// ListCertificateResAsync method call.</param>
/// <param name="request"></param>
/// <returns>The ListCertificatesResponse.</returns>
static async Task<ListCertificatesResponse> ListCertificatesResponseAsync(
AmazonCertificateManagerClient client)
{
var request = new ListCertificatesRequest();

}

}

var response = await client.ListCertificatesAsync(request);
return response;

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListCertificatesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

CloudWatch の使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETと CloudWatch。
アクション個人を呼ぶ方法を示すコードの抜粋 CloudWatch 関数。
シナリオ複数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード例 CloudWatch 関数。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 218)
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アクション
アラームの削除
次のコード例は、Amazon を削除する方法を示しています。 CloudWatch アラーム
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatch;
Amazon.CloudWatch.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to delete Amazon CloudWatch alarms. The example
/// was created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeleteAlarms
{
public static async Task Main()
{
IAmazonCloudWatch cwClient = new AmazonCloudWatchClient();

}

var alarmNames = CreateAlarmNameList();
await DeleteAlarmsAsyncExample(cwClient, alarmNames);

/// <summary>
/// Delete the alarms whose names are listed in the alarmNames parameter.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon CloudWatch client.</param>
/// <param name="alarmNames">A list of names for the alarms to be
/// deleted.</param>
public static async Task DeleteAlarmsAsyncExample(IAmazonCloudWatch client,
List<string> alarmNames)
{
var request = new DeleteAlarmsRequest
{
AlarmNames = alarmNames,
};
try
{

var response = await client.DeleteAlarmsAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Alarms successfully deleted:");
alarmNames
.ForEach(name => Console.WriteLine($"{name}"));
}

}

}
catch (ResourceNotFoundException ex)
{
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

/// <summary>
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/// Defines and returns the list of alarm names to delete.
/// </summary>
/// <returns>A list of alarm names.</returns>
public static List<string> CreateAlarmNameList()
{
// The list of alarm names passed to DeleteAlarmsAsync
// can contain up to 100 alarm names.
var theList = new List<string>
{
"ALARM_NAME_1",
"ALARM_NAME_2",
};

}

}

return theList;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteAlarmsにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

アラーム利益の詳細を表示する
次のコード例は、Amazon を記述する方法を示しています。 CloudWatch アラーム履歴。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
の使用例 CloudWatch その後、各アラームの履歴を取得します。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatch;
Amazon.CloudWatch.Model;

/// <summary>
/// This example retrieves a list of Amazon CloudWatch alarms and, for
/// each one, displays its history. The example was created using the
/// AWS SDK for .NET 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DescribeAlarmHistories
{
/// <summary>
/// Retrieves a list of alarms and then passes each name to the
/// DescribeAlarmHistoriesAsync method to retrieve its history.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
IAmazonCloudWatch cwClient = new AmazonCloudWatchClient();
var response = await cwClient.DescribeAlarmsAsync();

}

foreach (var alarm in response.MetricAlarms)
{
await DescribeAlarmHistoriesAsync(cwClient, alarm.AlarmName);
}

/// <summary>
/// Retrieves the CloudWatch alarm history for the alarm name passed
/// to the method.
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/// </summary>
/// <param name="client">An initialized CloudWatch client object.</param>
/// <param name="alarmName">The CloudWatch alarm for which to retrieve
/// history information.</param>
public static async Task DescribeAlarmHistoriesAsync(IAmazonCloudWatch client,
string alarmName)
{
var request = new DescribeAlarmHistoryRequest
{
AlarmName = alarmName,
EndDateUtc = DateTime.Today,
HistoryItemType = HistoryItemType.Action,
MaxRecords = 1,
StartDateUtc = DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
};
var response = new DescribeAlarmHistoryResponse();
do
{

response = await client.DescribeAlarmHistoryAsync(request);
foreach (var item in response.AlarmHistoryItems)
{
Console.WriteLine(item.AlarmName);
Console.WriteLine(item.HistorySummary);
Console.WriteLine();
}

}

}

request.NextToken = response.NextToken;
}
while (!string.IsNullOrEmpty(response.NextToken));

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeAlarmHistoryにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

アラームアクションの無効化
次のコード例は、Amazon を無効化する方法を示しています。 CloudWatch アラームアクション。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatch;
Amazon.CloudWatch.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to disable the Amazon CloudWatch actions for
/// one or more CloudWatch alarms. The example was created using the
/// AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DisableAlarmActions
{
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public static async Task Main()
{
IAmazonCloudWatch cwClient = new AmazonCloudWatchClient();
var alarmNames = new List<string>
{
"ALARM_NAME",
"ALARM_NAME_2",
};
var success = await DisableAlarmsActionsAsync(cwClient, alarmNames);

}

if (success)
{
Console.WriteLine("Alarm action(s) successfully disabled.");
}
else
{
Console.WriteLine("Alarm action(s) were not disabled.")
}

/// <summary>
/// Disable the actions for the list of CloudWatch alarm names passed
/// in the alarmNames parameter.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized CloudWatch client object.</param>
/// <param name="alarmNames">The list of CloudWatch alarms to disable.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the call.</returns>
public static async Task<bool> DisableAlarmsActionsAsync(
IAmazonCloudWatch client,
List<string> alarmNames)
{
var request = new DisableAlarmActionsRequest
{
AlarmNames = alarmNames,
};
var response = await client.DisableAlarmActionsAsync(request);

}

}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDisableAlarmActionsにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

アラームアクションの有効化
次のコード例は、Amazon を有効にする方法を示しています。 CloudWatch アラームアクション。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatch;
Amazon.CloudWatch.Model;
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/// <summary>
/// This example shows how to enable the Amazon CloudWatch actions for
/// one or more CloudWatch alarms. The example was created using the
/// AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class EnableAlarmActions
{
public static async Task Main()
{
IAmazonCloudWatch cwClient = new AmazonCloudWatchClient();
var alarmNames = new List<string>
{
"ALARM_NAME",
"ALARM_NAME_2",
};
var success = await EnableAlarmActionsAsync(cwClient, alarmNames);

}

if (success)
{
Console.WriteLine("Alarm action(s) successfully enabled.");
}
else
{
Console.WriteLine("Alarm action(s) were not enabled.")
}

/// <summary>
/// Enable the actions for the list of CloudWatch alarm names passed
/// in the alarmNames parameter.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized CloudWatch client object.</param>
/// <param name="alarmNames">The list of CloudWatch alarms to enable.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the call.</returns>
public static async Task<bool> EnableAlarmActionsAsync(IAmazonCloudWatch
client, List<string> alarmNames)
{
var request = new EnableAlarmActionsRequest
{
AlarmNames = alarmNames,
};
var response = await client.EnableAlarmActionsAsync(request);

}

}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいEnableAlarmActionsにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

ダッシュボードの詳細を取得する
次のコード例は、Amazon を取得する方法を示しています。 CloudWatch ダッシュボードの詳細
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
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using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatch;
Amazon.CloudWatch.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to retrieve the details of an Amazon CloudWatch
/// dashboard. The return value from the call to GetDashboard is a json
/// object representing the widgets in the dashboard. The example was
/// created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class GetDashboard
{
public static async Task Main()
{
IAmazonCloudWatch cwClient = new AmazonCloudWatchClient();
string dashboardName = "CloudWatch-Default";
var body = await GetDashboardAsync(cwClient, dashboardName);
}

Console.WriteLine(body);

/// <summary>
/// Get the json that represents the dashboard.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized CloudWatch client.</param>
/// <param name="dashboardName">The name of the dashboard.</param>
/// <returns>The string containing the json value describing the
/// contents and layout of the CloudWatch dashboard.</returns>
public static async Task<string> GetDashboardAsync(IAmazonCloudWatch client,
string dashboardName)
{
var request = new GetDashboardRequest
{
DashboardName = dashboardName,
};
var response = await client.GetDashboardAsync(request);

}

}

return response.DashboardBody;

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetDashboardにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

ダッシュボードを一覧表示する
次のコード例は、Amazon を一覧表示する方法を示しています。 CloudWatch ダッシュボード。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using System;
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using
using
using
using

System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatch;
Amazon.CloudWatch.Model;

/// <summary>
/// Shows how to retrieve a list of Amazon CloudWatch dashboards. This
/// example was written using AWSSDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListDashboards
{
public static async Task Main()
{
IAmazonCloudWatch cwClient = new AmazonCloudWatchClient();
var dashboards = await ListDashboardsAsync(cwClient);
}

DisplayDashboardList(dashboards);

/// <summary>
/// Get the list of available dashboards.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized CloudWatch client used to
/// retrieve a list of defined dashboards.</param>
/// <returns>A list of DashboardEntry objects.</returns>
public static async Task<List<DashboardEntry>>
ListDashboardsAsync(IAmazonCloudWatch client)
{
var response = await client.ListDashboardsAsync(new
ListDashboardsRequest());
return response.DashboardEntries;
}
/// <summary>
/// Displays the name of each CloudWatch Dashboard in the list passed
/// to the method.
/// </summary>
/// <param name="dashboards">A list of DashboardEntry objects.</param>
public static void DisplayDashboardList(List<DashboardEntry> dashboards)
{
if (dashboards.Count > 0)
{
Console.WriteLine("The following dashboards are defined:");
foreach (var dashboard in dashboards)
{
Console.WriteLine($"Name: {dashboard.DashboardName} Last modified:
{dashboard.LastModified}");
}
}
else
{
Console.WriteLine("No dashboards found.");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListDashboardsにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

メトリクスを一覧表示する
次のコード例は、Amazon を一覧表示する方法を示しています。 CloudWatch メトリクス。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatch;
Amazon.CloudWatch.Model;

/// <summary>
/// This example demonstrates how to list metrics for Amazon CloudWatch.
/// The example was created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and
/// .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListMetrics
{
public static async Task Main()
{
IAmazonCloudWatch cwClient = new AmazonCloudWatchClient();
var filter = new DimensionFilter
{
Name = "InstanceType",
Value = "t1.micro",
};
string metricName = "CPUUtilization";
string namespaceName = "AWS/EC2";
}

await ListMetricsAsync(cwClient, filter, metricName, namespaceName);

/// <summary>
/// Retrieve CloudWatch metrics using the supplied filter, metrics name,
/// and namespace.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized CloudWatch client.</param>
/// <param name="filter">The filter to apply in retrieving metrics.</param>
/// <param name="metricName">The metric name for which to retrieve
/// information.</param>
/// <param name="nameSpaceName">The name of the namespace from which
/// to retrieve metric information.</param>
public static async Task ListMetricsAsync(
IAmazonCloudWatch client,
DimensionFilter filter,
string metricName,
string nameSpaceName)
{
var request = new ListMetricsRequest
{
Dimensions = new List<DimensionFilter>() { filter },
MetricName = metricName,
Namespace = nameSpaceName,
};
var response = new ListMetricsResponse();
do
{
response = await client.ListMetricsAsync(request);
if (response.Metrics.Count > 0)
{
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foreach (var metric in response.Metrics)
{
Console.WriteLine(metric.MetricName +
" (" + metric.Namespace + ")");

}

foreach (var dimension in metric.Dimensions)
{
Console.WriteLine(" " + dimension.Name + ": "
+ dimension.Value);
}

}
else
{
}

}

}

Console.WriteLine("No metrics found.");

request.NextToken = response.NextToken;
}
while (!string.IsNullOrEmpty(response.NextToken));

• API 詳細については、「」を参照してくださいListMetricsにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

CloudWatch 使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETと CloudWatch ログ。
アクション個人を呼ぶ方法を示すコードの抜粋 CloudWatch 機能をログします。
シナリオ複数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード例 CloudWatch 機能をログしま
す。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 226)

アクション
キーをロググループに関連付ける
次のコード例は、を関連付ける方法を示しています。AWS KMS既存のものとのキー CloudWatch log
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using System;
using System.Threading.Tasks;
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using Amazon.CloudWatchLogs;
using Amazon.CloudWatchLogs.Model;
/// <summary>
/// Shows how to associate an AWS Key Management Service (AWS KMS) key with
/// an Amazon CloudWatch Logs log group. The example was created using the
/// AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class AssociateKmsKey
{
public static async Task Main()
{
// This client object will be associated with the same AWS Region
// as the default user on this system. If you need to use a
// different AWS Region, pass it as a parameter to the client
// constructor.
var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
string kmsKeyId = "arn:aws:kms:us-west-2:<accountnumber>:key/7c9eccc2-38cb-4c4f-9db3-766ee8dd3ad4";
string groupName = "cloudwatchlogs-example-loggroup";
var request = new AssociateKmsKeyRequest
{
KmsKeyId = kmsKeyId,
LogGroupName = groupName,
};
var response = await client.AssociateKmsKeyAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully associated KMS key ID: {kmsKeyId} with
log group: {groupName}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not make the association between: {kmsKeyId}
and {groupName}.");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいAssociateKmsKeyにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

エクスポートタスクのキャンセル
次のコード例は、既存のものをキャンセルする方法を示しています。 CloudWatch ログのエクスポートタ
スク
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using System;
using System.Threading.Tasks;
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using Amazon.CloudWatchLogs;
using Amazon.CloudWatchLogs.Model;
/// <summary>
/// Shows how to cancel an Amazon CloudWatch Logs export task. The example
/// uses the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CancelExportTask
{
public static async Task Main()
{
// This client object will be associated with the same AWS Region
// as the default user on this system. If you need to use a
// different AWS Region, pass it as a parameter to the client
// constructor.
var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
string taskId = "exampleTaskId";
var request = new CancelExportTaskRequest
{
TaskId = taskId,
};
var response = await client.CancelExportTaskAsync(request);

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{taskId} successfully canceled.");
}
else
{
Console.WriteLine($"{taskId} could not be canceled.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCancelExportTaskにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

ロググループの作成
次のコード例は、新しいコードを作成する方法を示しています。 CloudWatch log
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatchLogs;
Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Shows how to create an Amazon CloudWatch Logs log group. The example
/// was created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateLogGroup
{
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public static async Task Main()
{
// This client object will be associated with the same AWS Region
// as the default user on this system. If you need to use a
// different AWS Region, pass it as a parameter to the client
// constructor.
var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
string logGroupName = "cloudwatchlogs-example-loggroup";
var request = new CreateLogGroupRequest
{
LogGroupName = logGroupName,
};
var response = await client.CreateLogGroupAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully create log group with ID:
{logGroupName}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not create log group.");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateLogGroupにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

新しいログストリームの作成
次のコード例は、新しいコードを作成する方法を示しています。 CloudWatch ログストリームをログに記
録します。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatchLogs;
Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Shows how to create an Amazon CloudWatch Logs stream for a CloudWatch
/// log group. The example was created using the AWS SDK for .NET version
/// 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateLogStream
{
public static async Task Main()
{
// This client object will be associated with the same AWS Region
// as the default user on this system. If you need to use a
// different AWS Region, pass it as a parameter to the client
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// constructor.
var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
string logGroupName = "cloudwatchlogs-example-loggroup";
string logStreamName = "cloudwatchlogs-example-logstream";
var request = new CreateLogStreamRequest
{
LogGroupName = logGroupName,
LogStreamName = logStreamName,
};
var response = await client.CreateLogStreamAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{logStreamName} successfully created for
{logGroupName}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not create stream.");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateLogStreamにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

エクスポートタスクを作成する
次のコード例は、新しいコードを作成する方法を示しています。 CloudWatch ログのエクスポートタスク
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatchLogs;
Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Shows how to create an Export Task to export the contents of the Amazon
/// CloudWatch Logs to the specified Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
/// bucket. The example was created with the AWS SDK for .NET version 3.7 and
/// .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateExportTask
{
public static async Task Main()
{
// This client object will be associated with the same AWS Region
// as the default user on this system. If you need to use a
// different AWS Region, pass it as a parameter to the client
// constructor.
var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
string taskName = "export-task-example";
string logGroupName = "cloudwatchlogs-example-loggroup";
string destination = "doc-example-bucket";
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var fromTime = 1437584472382;
var toTime = 1437584472833;
var request = new CreateExportTaskRequest
{
From = fromTime,
To = toTime,
TaskName = taskName,
LogGroupName = logGroupName,
Destination = destination,
};
var response = await client.CreateExportTaskAsync(request);

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"The task, {taskName} with ID: " +
$"{response.TaskId} has been created successfully.");
}

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateExportTaskにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

ロググループの削除
次のコード例は、既存のを削除する方法を示しています。 CloudWatch log
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatchLogs;
Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon CloudWatch Logs Service to delete an existing
/// CloudWatch Logs log group. The example was created using the
/// AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeleteLogGroup
{
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
string logGroupName = "cloudwatchlogs-example-loggroup";
var request = new DeleteLogGroupRequest
{
LogGroupName = logGroupName,
};
var response = await client.DeleteLogGroupAsync(request);
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if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted CloudWatch log group,
{logGroupName}.");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteLogGroupにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

エクスポートタスクの記述
次のコード例は、記述する方法を示しています。 CloudWatch エクスポートタスクのログ
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatchLogs;
Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Shows how to retrieve a list of information about Amazon CloudWatch
/// Logs export tasks. The example was created using the AWS SDK for .NET
/// version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DescribeExportTasks
{
public static async Task Main()
{
// This client object will be associated with the same AWS Region
// as the default user on this system. If you need to use a
// different AWS Region, pass it as a parameter to the client
// constructor.
var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
var request = new DescribeExportTasksRequest
{
Limit = 5,
};
var response = new DescribeExportTasksResponse();
do
{

{t.Status}");

}

response = await client.DescribeExportTasksAsync(request);
response.ExportTasks.ForEach(t =>
{
Console.WriteLine($"{t.TaskName} with ID: {t.TaskId} has status:

});
}
while (response.NextToken is not null);
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}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeExportTasksにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

ロググループの記述
次のコード例は、記述する方法を示しています。 CloudWatch ロググループのロググループ
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.CloudWatchLogs;
Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Retrieves information about existing Amazon CloudWatch Logs log groups
/// and displays the information on the console. The example was created
/// using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DescribeLogGroups
{
public static async Task Main()
{
// Creates a CloudWatch Logs client using the default
// user. If you need to work with resources in another
// AWS Region than the one defined for the default user,
// pass the AWS Region as a parameter to the client constructor.
var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
var request = new DescribeLogGroupsRequest
{
Limit = 5,
};
var response = await client.DescribeLogGroupsAsync(request);
if (response.LogGroups.Count > 0)
{
do
{
response.LogGroups.ForEach(lg =>
{
Console.WriteLine($"{lg.LogGroupName} is associated with the
key: {lg.KmsKeyId}.");
Console.WriteLine($"Created on: {lg.CreationTime.Date.Date}");
Console.WriteLine($"Date for this group will be stored for:
{lg.RetentionInDays} days.\n");
});
}
while (response.NextToken is not null);
}
}
}
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• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeLogGroupsにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

Amazon Cognito 例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon Cognito Identity Provider による
アクションは、Amazon Cognito ID プロバイダ関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 234)
• シナリオ (p. 241)

アクション
ユーザーの確認
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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。

/// <summary>
/// Confirms that a user has been signed up successfully.
/// </summary>
/// <param name="identityProviderClient">An initialized Identity
/// Provider client object.</param>
/// <param name="clientId">The client Id of the application associated
/// with the user pool.</param>
/// <param name="code">The code sent by the authentication provider
/// to confirm a user's membership in the pool.</param>
/// <param name="userName">The user to confirm.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the confirmation
/// operation.</returns>
public static async Task<bool> ConfirmSignUp(
AmazonCognitoIdentityProviderClient identityProviderClient,
string clientId,
string code,
string userName)
{
var signUpRequest = new ConfirmSignUpRequest
{
ClientId = clientId,
ConfirmationCode = code,
Username = userName,
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};
var response = await
identityProviderClient.ConfirmSignUpAsync(signUpRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{userName} was confirmed");
return true;
}
else
{
return false;
}
}

• API の詳細については、「」を参照してくださいConfirmSignUpにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

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トークンを取得する方
法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。

/// <summary>
/// Gets the secret token that will enable multi-factor
/// authentication (MFA) for the user.
/// </summary>
/// <param name="identityProviderClient">An initialized Identity
/// Provider client object.</param>
/// <param name="session">The currently active session.</param>
/// <returns>Returns a string representing the currently active
/// session.</returns>
public static async Task<string> GetSecretForAppMFA(
AmazonCognitoIdentityProviderClient identityProviderClient,
string session)
{
var softwareTokenRequest = new AssociateSoftwareTokenRequest
{
Session = session,
};
var tokenResponse = await
identityProviderClient.AssociateSoftwareTokenAsync(softwareTokenRequest);
var secretCode = tokenResponse.SecretCode;
Console.WriteLine($"Enter the following token into Google Authenticator:
{secretCode}");
}

return tokenResponse.Session;
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• API の詳細については、「」を参照してくださいAssociateSoftwareTokenにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。

/// <summary>
/// Checks the status of a user for a particular Amazon Cognito user
/// pool.
/// </summary>
/// <param name="identityProviderClient">An initialized Identity
/// Provider client object.</param>
/// <param name="userName">The user name for which we want to check
/// the status.</param>
/// <param name="poolId">The user pool for which we want to check the
/// user's status.</param>
/// <returns>The UserStatusType object indicating the user's status.</returns>
public static async Task<UserStatusType>
GetAdminUser(AmazonCognitoIdentityProviderClient identityProviderClient, string
userName, string poolId)
{
var userRequest = new AdminGetUserRequest
{
Username = userName,
UserPoolId = poolId,
};
var response = await identityProviderClient.AdminGetUserAsync(userRequest);

}

Console.WriteLine($"User status {response.UserStatus}");
return response.UserStatus;

• API の詳細については、「」を参照してくださいAdminGetUserにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

認証コードの再送信
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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。

/// <summary>
/// Causes the confirmation code for user registration to be sent
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/// again.
/// </summary>
/// <param name="identityProviderClient">An initialized Identity
/// Provider client object.</param>
/// <param name="clientId">The client Id of the application associated
/// with the user pool.</param>
/// <param name="userName">The user name to be confirmed.</param>
/// <returns>A System Threading Task.</returns>
public static async Task
ResendConfirmationCode(AmazonCognitoIdentityProviderClient identityProviderClient,
string clientId, string userName)
{
var codeRequest = new ResendConfirmationCodeRequest
{
ClientId = clientId,
Username = userName,
};
var response = await
identityProviderClient.ResendConfirmationCodeAsync(codeRequest);
Console.WriteLine($"Method of delivery is
{response.CodeDeliveryDetails.DeliveryMedium}");
}

• API の詳細については、「」を参照してくださいResendConfirmationCodeにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

SRP 認証の課題への対応
次のコード例は、Amazon Cognito SRK 認証チャレンジへの応答方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。

param>

///
///
///
///

<summary>
Responds to an authentication challenge for an Amazon Cognito user.
</summary>
<param name="identityProviderClient">The Amazon Cognito client object.</

/// <param name="userName">The user name of the user to authenticate.</param>
/// <param name="clientId">The client Id of the application associated
/// with the user pool.</param>
/// <param name="mfaCode">The MFA code supplied by the user.</param>
/// <param name="session">The session for which the user will be
authenticated.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
authentication.</returns>
public static async Task<bool> AdminRespondToAuthChallenge(
AmazonCognitoIdentityProviderClient identityProviderClient,
string userName,
string clientId,
string mfaCode,
string session)
{
Console.WriteLine("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated");
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var challengeResponses = new Dictionary<string, string>
{
{ "USERNAME", userName },
{ "SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode },
};
var respondToAuthChallengeRequest = new RespondToAuthChallengeRequest
{
ChallengeName = ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA,
ClientId = clientId,
ChallengeResponses = challengeResponses,
Session = session,
};
var response = await
identityProviderClient.RespondToAuthChallengeAsync(respondToAuthChallengeRequest);
Console.WriteLine($"response.getAuthenticationResult()
{response.AuthenticationResult}");
}

return response.AuthenticationResult is not null;

• API の詳細については、「」を参照してくださいRespondToAuthChallengeにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

認証チャレンジへの対応
次のコード例は、Amazon Cognito 認証チャレンジに応答する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

param>

///
///
///
///

<summary>
Responds to an authentication challenge for an Amazon Cognito user.
</summary>
<param name="identityProviderClient">The Amazon Cognito client object.</

/// <param name="userName">The user name of the user to authenticate.</param>
/// <param name="clientId">The client Id of the application associated
/// with the user pool.</param>
/// <param name="mfaCode">The MFA code supplied by the user.</param>
/// <param name="session">The session for which the user will be
authenticated.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
authentication.</returns>
public static async Task<bool> AdminRespondToAuthChallenge(
AmazonCognitoIdentityProviderClient identityProviderClient,
string userName,
string clientId,
string mfaCode,
string session)
{
Console.WriteLine("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated");
var challengeResponses = new Dictionary<string, string>
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{
};

{ "USERNAME", userName },
{ "SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode },

var respondToAuthChallengeRequest = new RespondToAuthChallengeRequest
{
ChallengeName = ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA,
ClientId = clientId,
ChallengeResponses = challengeResponses,
Session = session,
};
var response = await
identityProviderClient.RespondToAuthChallengeAsync(respondToAuthChallengeRequest);
Console.WriteLine($"response.getAuthenticationResult()
{response.AuthenticationResult}");
}

return response.AuthenticationResult is not null;

• API の詳細については、「」を参照してくださいAdminRespondToAuthChallengeにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

ユーザーのサインアップ
次のコード例は、Amazon Cognito を使用してユーザーをサインアップする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Add a new user to an Amazon Cognito user pool.
/// </summary>
/// <param name="identityProviderClient">An initialized Identity
/// Provider client object.</param>
/// <param name="clientId">The client Id of the application associated
/// with the user pool.</param>
/// <param name="userName">The user name of the user to sign up.</param>
/// <param name="password">The password for the user.</param>
/// <param name="email">The user's email address.</param>
/// <returns>A System Threading Task.</returns>
public static async Task<string> SignUp(
AmazonCognitoIdentityProviderClient identityProviderClient,
string clientId,
string userName,
string password,
string email)
{
var userAttrs = new AttributeType
{
Name = "email",
Value = email,
};
var userAttrsList = new List<AttributeType>
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{
};

userAttrs,

var signUpRequest = new SignUpRequest
{
UserAttributes = userAttrsList,
Username = userName,
ClientId = clientId,
Password = password,
};

}

var response = await identityProviderClient.SignUpAsync(signUpRequest);
Console.WriteLine("User has been signed up.");
return response.UserSub;

• API の詳細については、「」を参照してくださいSignUpにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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 で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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。

/// <summary>
/// Initiates the authorization process.
/// </summary>
/// <param name="identityProviderClient">An initialized Identity
/// Provider client object.</param>
/// <param name="clientId">The client Id of the application associated
/// with the user pool.</param>
/// <param name="userName">The user name to be authorized.</param>
/// <param name="password">The password of the user.</param>
/// <returns>The response from the client from the InitiateAuthAsync
/// call.</returns>
public static async Task<InitiateAuthResponse>
InitiateAuth(AmazonCognitoIdentityProviderClient identityProviderClient, string
clientId, string userName, string password)
{
var authParameters = new Dictionary<string, string>
{
{ "USERNAME", userName },
{ "PASSWORD", password },
};
var authRequest = new InitiateAuthRequest
{
ClientId = clientId,
AuthParameters = authParameters,
AuthFlow = AuthFlowType.USER_PASSWORD_AUTH,
};
var response = await identityProviderClient.InitiateAuthAsync(authRequest);
Console.WriteLine($"Result Challenge is : {response.ChallengeName}");
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}

return response;

• API の詳細については、「」を参照してくださいInitiateAuthにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

ユーザーによる MFA アプリケーションの検証
次のコード例は、Amazon Cognito ユーザーを使用して MFA アプリケーションを検証する方法を示してい
ます。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

param>

///
///
///
///
///

<summary>
Verifies that the user has supplied the correct one-time password
and registers for multi-factor authentication (MFA).
</summary>
<param name="identityProviderClient">The Amazon Cognito client object.</

/// <param name="session">The session for which the user will be
/// authenticated.</param>
/// <param name="code">The code provided by the user.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
authentication.</returns>
public static async Task<bool> VerifyTOTP(
AmazonCognitoIdentityProviderClient identityProviderClient,
string session,
string code)
{
var tokenRequest = new VerifySoftwareTokenRequest
{
UserCode = code,
Session = session,
};
var response = await
identityProviderClient.VerifySoftwareTokenAsync(tokenRequest);
Console.WriteLine($"The status of the token is {response.Status}");
}

return response.Status == VerifySoftwareTokenResponseType.SUCCESS;

• API の詳細については、「」を参照してくださいVerifySoftwareTokenにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

シナリオ
MFA を必要とするユーザープールでユーザーを登録
次のコードの例は以下の方法を示しています。
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• ユーザー名、パスワード、メールアドレスでユーザーをサインアップします。
• メールで送信されたコードから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 コードを使用してログインします。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

global
global
global
global

using
using
using
using

Amazon;
Amazon.CognitoIdentityProvider;
Amazon.CognitoIdentityProvider.Model;
Cognito_MVP;

// Before running this AWS SDK for .NET (v3) code example, set up your development
environment, including your credentials.
// For more information, see the following documentation:
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-net/v3/developer-guide/net-dg-setup.html
// TIP: To set up the required user pool, run the AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
// script provided in this GitHub repo at:
// resources/cdk/cognito_scenario_user_pool_with_mfa.
// This code example performs the following operations:
// 1. Invokes the signUp method to sign up a user.
// 2. Invokes the adminGetUser method to get the user's confirmation status.
// 3. Invokes the ResendConfirmationCode method if the user requested another code.
// 4. Invokes the confirmSignUp method.
// 5. Invokes the initiateAuth to sign in. This results in being prompted to set up
TOTP (time-based one-time password). (The response is “ChallengeName”: “MFA_SETUP”).
// 6. Invokes the AssociateSoftwareToken method to generate a TOTP MFA private key.
This can be used with Google Authenticator.
// 7. Invokes the VerifySoftwareToken method to verify the TOTP and register for MFA.
// 8. Invokes the AdminInitiateAuth to sign in again. This results in being prompted to
submit a TOTP (Response: “ChallengeName”: “SOFTWARE_TOKEN_MFA”).
// 9. Invokes the AdminRespondToAuthChallenge to get back a token.
// Set the following variables:
// clientId - Fill in the app client Id value from the AWS CDK script.
string clientId = "";
// poolId - Fill in the pool Id that you can get from the AWS CDK script.
string poolId = "";
var userName = string.Empty;
var password = string.Empty;
var email = string.Empty;
string sepBar = new string('-', 80);
var identityProviderClient = new AmazonCognitoIdentityProviderClient();
do
{

Console.Write("Enter your user name: ");
userName = Console.ReadLine();

}
while (userName == string.Empty);

Console.WriteLine($"User name: {userName}");
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do
{

Console.Write("Enter your password: ");
password = Console.ReadLine();

}
while (password == string.Empty);
Console.WriteLine($"Signing up {userName}");
do
{

Console.Write("Enter your email: ");
email = Console.ReadLine();
} while (email == string.Empty);
await CognitoMethods.SignUp(identityProviderClient, clientId, userName, password,
email);
Console.WriteLine(sepBar);
Console.WriteLine($"Getting {userName} status from the user pool");
await CognitoMethods.GetAdminUser(identityProviderClient, userName, poolId);
Console.WriteLine(sepBar);
Console.WriteLine($"Conformation code sent to {userName}. Would you like to send a new
code? (Yes/No)");
var ans = Console.ReadLine();
if (ans.ToUpper() == "YES")
{
await CognitoMethods.ResendConfirmationCode(identityProviderClient, clientId,
userName);
Console.WriteLine("Sending a new confirmation code");
}
Console.WriteLine(sepBar);
Console.WriteLine("*** Enter confirmation code that was emailed");
string code = Console.ReadLine();
await CognitoMethods.ConfirmSignUp(identityProviderClient, clientId, code, userName);
Console.WriteLine($"Rechecking the status of {userName} in the user pool");
await CognitoMethods.GetAdminUser(identityProviderClient, userName, poolId);
var authResponse = await CognitoMethods.InitiateAuth(identityProviderClient, clientId,
userName, password);
var mySession = authResponse.Session;
var newSession = await CognitoMethods.GetSecretForAppMFA(identityProviderClient,
mySession);
Console.WriteLine("Enter the 6-digit code displayed in Google Authenticator");
string myCode = Console.ReadLine();
// Verify the TOTP and register for MFA.
await CognitoMethods.VerifyTOTP(identityProviderClient, newSession, myCode);
Console.WriteLine("Enter the new 6-digit code displayed in Google Authenticator");
string mfaCode = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(sepBar);
var authResponse1 = await CognitoMethods.InitiateAuth(identityProviderClient, clientId,
userName, password);
var session2 = authResponse1.Session;
await CognitoMethods.AdminRespondToAuthChallenge(identityProviderClient, userName,
clientId, mfaCode, session2);
Console.WriteLine("The Cognito MVP application has completed.");
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• API の詳細については、「AWS SDK for .NET 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

Amazon Comprehend の使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon Comprehend で。
アクションは、Amazon Comprehend 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の Amazon Comprehend 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 244)

アクション
文書内のエンティティを検出
次のコード例は、Amazon Comprehend でドキュメント内のエンティティを検出する方法を示していま
す。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
///
///
///
///

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Comprehend;
Amazon.Comprehend.Model;

<summary>
This example shows how to use the AmazonComprehend service detect any
entities in submitted text. This example was created using the AWS SDK
for .NET 3.7 and .NET Core 5.0.
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/// </summary>
public static class DetectEntities
{
/// <summary>
/// The main method calls the DetectEntitiesAsync method to find any
/// entities in the sample code.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string text = "It is raining today in Seattle";
var comprehendClient = new AmazonComprehendClient();
Console.WriteLine("Calling DetectEntities\n");
var detectEntitiesRequest = new DetectEntitiesRequest()
{
Text = text,
LanguageCode = "en",
};
var detectEntitiesResponse = await
comprehendClient.DetectEntitiesAsync(detectEntitiesRequest);
foreach (var e in detectEntitiesResponse.Entities)
{
Console.WriteLine($"Text: {e.Text}, Type: {e.Type}, Score: {e.Score},
BeginOffset: {e.BeginOffset}, EndOffset: {e.EndOffset}");
}

}

}

Console.WriteLine("Done");

• API の詳細については、「」を参照してくださいDetectEntitiesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

文書内のキーフレーズを検出する
次のコード例は、Amazon Comprehend でドキュメント内のキーフレーズを検出する方法を示していま
す。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Comprehend;
Amazon.Comprehend.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to use the Amazon Comprehend service to
/// search text for key phrases. It was created using the AWS SDK for
/// .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public static class DetectKeyPhrase
{
/// <summary>
/// This method calls the Amazon Comprehend method DetectKeyPhrasesAsync
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/// to detect any key phrases in the sample text.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string text = "It is raining today in Seattle";
var comprehendClient = new
AmazonComprehendClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
// Call DetectKeyPhrases API
Console.WriteLine("Calling DetectKeyPhrases");
var detectKeyPhrasesRequest = new DetectKeyPhrasesRequest()
{
Text = text,
LanguageCode = "en",
};
var detectKeyPhrasesResponse = await
comprehendClient.DetectKeyPhrasesAsync(detectKeyPhrasesRequest);
foreach (var kp in detectKeyPhrasesResponse.KeyPhrases)
{
Console.WriteLine($"Text: {kp.Text}, Score: {kp.Score}, BeginOffset:
{kp.BeginOffset}, EndOffset: {kp.EndOffset}");
}

}

}

Console.WriteLine("Done");

• API の詳細については、「」を参照してくださいDetectKeyPhrasesにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

文書内の個人を特定できる情報を検出する
次のコード例は、Amazon Comprehend でドキュメント内の個人情報 (PII) を検出する方法を示していま
す。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Comprehend;
Amazon.Comprehend.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to use the Amazon Comprehend service to find
/// personally identifiable information (PII) within text submitted to the
/// DetectPiiEntitiesAsync method. The example was created using the AWS
/// SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DetectingPII
{
/// <summary>
/// This method calls the DetectPiiEntitiesAsync method to locate any
/// personally dientifiable information within the supplied text.
/// </summary>
public static async Task Main()
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{

var comprehendClient = new AmazonComprehendClient();
var text = @"Hello Paul Santos. The latest statement for your
credit card account 1111-0000-1111-0000 was
mailed to 123 Any Street, Seattle, WA 98109.";
var request = new DetectPiiEntitiesRequest
{
Text = text,
LanguageCode = "EN",
};
var response = await comprehendClient.DetectPiiEntitiesAsync(request);

if (response.Entities.Count > 0)
{
foreach (var entity in response.Entities)
{
var entityValue = text.Substring(entity.BeginOffset,
entity.EndOffset - entity.BeginOffset);
Console.WriteLine($"{entity.Type}: {entityValue}");
}
}
}
}

• API の詳細については、「」を参照してくださいDetectPiiEntitiesにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

文書の構文要素を検出する
次のコード例は、Amazon Comprehend でドキュメントの構文要素を検出する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Comprehend;
Amazon.Comprehend.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to use Amazon Comprehend to detect syntax
/// elements by calling the DetectSyntaxAsync method. This example was
/// created using the AWS SDK for .NET 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DetectingSyntax
{
/// <summary>
/// This method calls DetectSynaxAsync to identify the syntax elements
/// in the sample text.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string text = "It is raining today in Seattle";
var comprehendClient = new AmazonComprehendClient();
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// Call DetectSyntax API
Console.WriteLine("Calling DetectSyntaxAsync\n");
var detectSyntaxRequest = new DetectSyntaxRequest()
{
Text = text,
LanguageCode = "en",
};
DetectSyntaxResponse detectSyntaxResponse = await
comprehendClient.DetectSyntaxAsync(detectSyntaxRequest);
foreach (SyntaxToken s in detectSyntaxResponse.SyntaxTokens)
{
Console.WriteLine($"Text: {s.Text}, PartOfSpeech: {s.PartOfSpeech.Tag},
BeginOffset: {s.BeginOffset}, EndOffset: {s.EndOffset}");
}

}

}

Console.WriteLine("Done");

• API の詳細については、「」を参照してくださいDetectSyntaxにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

文書内の主要な言語を検出する
次のコード例は、Amazon Comprehend でドキュメント内の主要言語を検出する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Comprehend;
Amazon.Comprehend.Model;

/// <summary>
/// This example calls the Amazon Comprehend service to determine the
/// dominant language. The example was created using the AWS SDK for .NET
/// 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public static class DetectDominantLanguage
{
/// <summary>
/// Calls Amazon Comprehend to determine the dominant language used in
/// the sample text.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string text = "It is raining today in Seattle.";
var comprehendClient = new
AmazonComprehendClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
Console.WriteLine("Calling DetectDominantLanguage\n");
var detectDominantLanguageRequest = new DetectDominantLanguageRequest()
{
Text = text,
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};
var detectDominantLanguageResponse = await
comprehendClient.DetectDominantLanguageAsync(detectDominantLanguageRequest);
foreach (var dl in detectDominantLanguageResponse.Languages)
{
Console.WriteLine($"Language Code: {dl.LanguageCode}, Score:
{dl.Score}");
}

}

}

Console.WriteLine("Done");

• API の詳細については、「」を参照してくださいDetectDominantLanguageにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

文書のセンチメントを検知
次のコード例は、Amazon Comprehend でドキュメントのセンチメントを検出する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Comprehend;
Amazon.Comprehend.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to detect the overall sentiment of the supplied
/// text using the Amazon Comprehend service. The example was writing using
/// the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public static class DetectSentiment
{
/// <summary>
/// This method calls the DetetectSentimentAsync method to analyze the
/// supplied text and determine the overal sentiment.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string text = "It is raining today in Seattle";
var comprehendClient = new
AmazonComprehendClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
// Call DetectKeyPhrases API
Console.WriteLine("Calling DetectSentiment");
var detectSentimentRequest = new DetectSentimentRequest()
{
Text = text,
LanguageCode = "en",
};
var detectSentimentResponse = await
comprehendClient.DetectSentimentAsync(detectSentimentRequest);
Console.WriteLine($"Sentiment: {detectSentimentResponse.Sentiment}");
Console.WriteLine("Done");
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}

}

• API の詳細については、「」を参照してくださいDetectSentimentにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

トピックモデリングの仕事を始める
次のコード例は、Amazon Comprehend トピックモデリングジョブの開始方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Comprehend;
Amazon.Comprehend.Model;

/// <summary>
/// This example scans the documents in an Amazon Simple Storage Service
/// (Amazon S3) bucket and analyzes it for topics. The results are stored
/// in another bucket and then the resulting job properties are displayed
/// on the screen. This example was created using the AWS SDK for .NEt
/// version 3.7 and .NET Core version 5.0.
/// </summary>
public static class TopicModeling
{
/// <summary>
/// This methos calls a topic detection job by calling the Amazon
/// Comprehend StartTopicsDetectionJobRequest.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
var comprehendClient = new AmazonComprehendClient();
string inputS3Uri = "s3://input bucket/input path";
InputFormat inputDocFormat = InputFormat.ONE_DOC_PER_FILE;
string outputS3Uri = "s3://output bucket/output path";
string dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::account ID:role/data access role";
int numberOfTopics = 10;
var startTopicsDetectionJobRequest = new StartTopicsDetectionJobRequest()
{
InputDataConfig = new InputDataConfig()
{
S3Uri = inputS3Uri,
InputFormat = inputDocFormat,
},
OutputDataConfig = new OutputDataConfig()
{
S3Uri = outputS3Uri,
},
DataAccessRoleArn = dataAccessRoleArn,
NumberOfTopics = numberOfTopics,
};
var startTopicsDetectionJobResponse = await
comprehendClient.StartTopicsDetectionJobAsync(startTopicsDetectionJobRequest);
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var jobId = startTopicsDetectionJobResponse.JobId;
Console.WriteLine("JobId: " + jobId);
var describeTopicsDetectionJobRequest = new
DescribeTopicsDetectionJobRequest()
{
JobId = jobId,
};
var describeTopicsDetectionJobResponse = await
comprehendClient.DescribeTopicsDetectionJobAsync(describeTopicsDetectionJobRequest);
PrintJobProperties(describeTopicsDetectionJobResponse.TopicsDetectionJobProperties);
var listTopicsDetectionJobsResponse = await
comprehendClient.ListTopicsDetectionJobsAsync(new ListTopicsDetectionJobsRequest());
foreach (var props in
listTopicsDetectionJobsResponse.TopicsDetectionJobPropertiesList)
{
PrintJobProperties(props);
}
}
/// <summary>
/// This method is a helper method that displays the job properties
/// from the call to StartTopicsDetectionJobRequest.
/// </summary>
/// <param name="props">A list of properties from the call to
/// StartTopicsDetectionJobRequest.</param>
private static void PrintJobProperties(TopicsDetectionJobProperties props)
{
Console.WriteLine($"JobId: {props.JobId}, JobName: {props.JobName},
JobStatus: {props.JobStatus}");
Console.WriteLine($"NumberOfTopics: {props.NumberOfTopics}\nInputS3Uri:
{props.InputDataConfig.S3Uri}");
Console.WriteLine($"InputFormat: {props.InputDataConfig.InputFormat},
OutputS3Uri: {props.OutputDataConfig.S3Uri}");
}
}

• API の詳細については、「」を参照してくださいStartTopicsDetectionJobにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

DynamoDB での例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETDynamoDB の例。
アクション個々の DynamoDB 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 252)
• シナリオ (p. 267)
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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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Creates a new Amazon DynamoDB table and then waits for the new
/// table to become active.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to create.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</returns>
public static async Task<bool> CreateMovieTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
var response = await client.CreateTableAsync(new CreateTableRequest
{
TableName = tableName,
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "title",
AttributeType = "S",
},
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "year",
AttributeType = "N",
},
},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "year",
KeyType = "HASH",
},
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "title",
KeyType = "RANGE",
},
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 5,
WriteCapacityUnits = 5,
},
});
// Wait until the table is ACTIVE and then report success.
Console.Write("Waiting for table to become active...");
var request = new DescribeTableRequest
{
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};

TableName = response.TableDescription.TableName,

TableStatus status;
int sleepDuration = 2000;
do
{

System.Threading.Thread.Sleep(sleepDuration);
var describeTableResponse = await client.DescribeTableAsync(request);
status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

Console.Write(".");
}
while (status != "ACTIVE");
}

return status == TableStatus.ACTIVE;

• API の詳細については、「」を参照してくださいCreateTableにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
public static async Task<bool> DeleteTableAsync(AmazonDynamoDBClient client,
string tableName)
{
var request = new DeleteTableRequest
{
TableName = tableName,
};
var response = await client.DeleteTableAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Table {response.TableDescription.TableName}
successfully deleted.");
return true;
}
else
{
Console.WriteLine("Could not delete table.");
return false;
}
}

• API の詳細については、「」を参照してくださいDeleteTableにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。
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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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Deletes a single item from a DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table from which the item
/// will be deleted.</param>
/// <param name="movieToDelete">A movie object containing the title and
/// year of the movie to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success or failure of the
/// delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteItemAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string tableName,
Movie movieToDelete)
{
var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = movieToDelete.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = movieToDelete.Year.ToString() },
};
var request = new DeleteItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = key,
};

}

var response = await client.DeleteItemAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteItemにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Gets information about an existing movie from the table.
/// </summary>
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/// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</param>
/// <param name="newMovie">A Movie object containing information about
/// the movie to retrieve.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table containing the movie.</param>
/// <returns>A Dictionary object containing information about the item
/// retrieved.</returns>
public static async Task<Dictionary<string, AttributeValue>>
GetItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie newMovie, string tableName)
{
var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var request = new GetItemRequest
{
Key = key,
TableName = tableName,
};

}

var response = await client.GetItemAsync(request);
return response.Item;

• API の詳細については、「」を参照してくださいBatchGetItemにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Adds a new item to the table.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</param>
/// <param name="newMovie">A Movie object containing informtation for
/// the movie to add to the table.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table where the item will be
added.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the results of adding the item.</
returns>
public static async Task<bool> PutItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie
newMovie, string tableName)
{
var item = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var request = new PutItemRequest
{
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};

}

TableName = tableName,
Item = item,

var response = await client.PutItemAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいPutItemにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Queries the table for movies released in a particular year and
/// then displays the information for the movies returned.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to query.</param>
/// <param name="year">The release year for which we want to
/// view movies.</param>
/// <returns>The number of movies that match the query.</returns>
public static async Task<int> QueryMoviesAsync(AmazonDynamoDBClient client,
string tableName, int year)
{
var movieTable = Table.LoadTable(client, tableName);
var filter = new QueryFilter("year", QueryOperator.Equal, year);
Console.WriteLine("\nFind movies released in: {year}:");
var config = new QueryOperationConfig()
{
Limit = 10, // 10 items per page.
Select = SelectValues.SpecificAttributes,
AttributesToGet = new List<string>
{
"title",
"year",
},
ConsistentRead = true,
Filter = filter,
};
// Value used to track how many movies match the
// supplied criteria.
var moviesFound = 0;
Search search = movieTable.Query(config);
do
{
var movieList = await search.GetNextSetAsync();
moviesFound += movieList.Count;
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foreach (var movie in movieList)
{
DisplayDocument(movie);
}

}
while (!search.IsDone);
}

return moviesFound;

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET 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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
INSERT ステートメントを使用して項目を追加します。

/// <summary>
/// Inserts a single movie into the movies table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the INSERT operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
'year': ?}}";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

SELECT ステートメントを使用して項目を取得します。

/// <summary>
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/// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
/// movie database.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
/// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
/// title, the list is empty.</returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
{
string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";
var parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
};
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = selectSingle,
Parameters = parameters,
});
}

return response.Items;

SELECT ステートメントを使用して項目の一覧を取得します。

/// <summary>
/// Retrieve multiple movies by year using a SELECT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="year">The year the movies were released.</param>
/// <returns></returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetMovies(string tableName, int year)
{
string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE year = ?";
var parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { N = year.ToString() },
};
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = selectSingle,
Parameters = parameters,
});
}

return response.Items;

UPDATE ステートメントを使用してアイテムを更新します。

/// <summary>
/// Updates a single movie in the table, adding information for the
/// producer.
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/// </summary>
/// <param name="tableName">the name of the table.</param>
/// <param name="producer">The name of the producer.</param>
/// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
/// <param name="year">The year the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// UPDATE operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
{
string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title = ?
AND year = ?";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer },
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

DELETE ステートメントを使用して映画を 1 つ削除します。
/// <summary>
/// Deletes a single movie from the table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// DELETE operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year = ?";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = deleteSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいExecuteStatementにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。
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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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
INSERT ステートメントのバッチを使用して項目を追加します。

/// <summary>
///
/// </summary>
/// <param name="tableName"></param>
/// <param name="title1"></param>
/// <param name="title2"></param>
/// <param name="year1"></param>
/// <param name="year2"></param>
/// <returns></returns>
public static async Task<bool> GetBatch(
string tableName,
string title1,
string title2,
int year1,
int year2)
{
var getBatch = $"SELECT FROM {tableName} WHERE title = ? AND year = ?";
var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = getBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},

};

new BatchStatementRequest
{
Statement = getBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },
},
}

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
if (response.Responses.Count > 0)
{
response.Responses.ForEach(r =>
{
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Console.WriteLine($"{r.Item["title"]}\t{r.Item["year"]}");
});
return true;

}
else
{
}

Console.WriteLine($"Couldn't find either {title1} or {title2}.");
return false;

}

SELECT ステートメントのバッチを使用して項目を取得します。
/// <summary>
/// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table into which the movie
/// information will be inserted.</param>
/// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
/// movie information.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the insert operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
{
// Get the list of movies from the JSON file.
var movies = ImportMovies(movieFileName);
var success = false;
if (movies is not null)
{
// Insert the movies
// batch can contain
// at a time.
string insertBatch =
'year': ?}}";
var statements = new

in a batch using PartiQL. Because the
a maximum of 25 items, insert 25 movies
$"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
List<BatchStatementRequest>();

try
{

for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset += 25)
{
for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
{
statements.Add(new BatchStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movies[i].Title },
new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
},
});
}
var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
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});

Statements = statements,

// Wait between batches for movies to be successfully added.
System.Threading.Thread.Sleep(3000);
success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;
// Clear the list of statements for the next batch.
statements.Clear();

}
}

}
}
catch (AmazonDynamoDBException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

return success;

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
if (!File.Exists(movieFileName))
{
return null;
}
using var sr = new StreamReader(movieFileName);
string json = sr.ReadToEnd();
var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

}

if (allMovies is not null)
{
// Return the first 250 entries.
return allMovies.GetRange(0, 250);
}
else
{
return null;
}

UPDATE ステートメントのバッチを使用して項目を更新します。
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Updates information for multiple movies.
</summary>
<param name="tableName">The name of the table containing the
movies to be updated.</param>
<param name="producer1">The producer name for the first movie
to update.</param>
<param name="title1">The title of the first movie.</param>
<param name="year1">The year that the first movie was released.</param>
<param name="producer2">The producer name for the second
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///
///
///
///

returns>

movie to update.</param>
<param name="title2">The title of the second movie.</param>
<param name="year2">The year that the second movie was released.</param>
<returns>A Boolean value that indicates the success of the update.</

public static async Task<bool> UpdateBatch(
string tableName,
string producer1,
string title1,
int year1,
string producer2,
string title2,
int year2)
{

string updateBatch = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title = ?
AND year = ?";
var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer1 },
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},

};

new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer2 },
new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },
},
}

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

DELETE ステートメントのバッチを使用して項目を削除します。
///
///
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Deletes multiple movies using a PartiQL BatchExecuteAsync
statement.
</summary>
<param name="tableName">The name of the table containing the
moves that will be deleted.</param>
<param name="title1">The title of the first movie.</param>
<param name="year1">The year the first movie was released.</param>
<param name="title2">The title of the second movie.</param>
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/// <param name="year2">The year the second movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteBatch(
string tableName,
string title1,
int year1,
string title2,
int year2)
{
string updateBatch = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year

= ?";

var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},

};

new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },
},
}

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいBatchExecuteStatementにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

public static async Task<int> ScanTableAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string tableName,
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{

int startYear,
int endYear)

var request = new ScanRequest
{
TableName = tableName,
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
{
{ "#yr", "year" },
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ ":y_a", new AttributeValue { N = startYear.ToString() } },
{ ":y_z", new AttributeValue { N = endYear.ToString() } },
},
FilterExpression = "#yr between :y_a and :y_z",
ProjectionExpression = "#yr, title, info.actors[0], info.directors,
info.running_time_secs",
};
// Keep track of how many movies were found.
int foundCount = 0;

}

var response = new ScanResponse();
do
{
response = await client.ScanAsync(request);
foundCount += response.Items.Count;
response.Items.ForEach(i => DisplayItem(i));
}
while (response.LastEvaluatedKey.Count > 1);
return foundCount;

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET 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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

param>

///
///
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Updates an existing item in the movies table.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</param>
<param name="newMovie">A Movie object containing information for
the movie to update.</param>
<param name="newInfo">A MovieInfo object that contains the
information that will be changed.</param>
<param name="tableName">The name of the table that contains the movie.</

/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the operation.</

returns>
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public static async Task<bool> UpdateItemAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
Movie newMovie,
MovieInfo newInfo,
string tableName)
{
var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var updates = new Dictionary<string, AttributeValueUpdate>
{
["info.plot"] = new AttributeValueUpdate
{
Action = AttributeAction.PUT,
Value = new AttributeValue { S = newInfo.Plot },
},

};

["info.rating"] = new AttributeValueUpdate
{
Action = AttributeAction.PUT,
Value = new AttributeValue { N = newInfo.Rank.ToString() },
},

var request = new UpdateItemRequest
{
AttributeUpdates = updates,
Key = key,
TableName = tableName,
};
var response = await client.UpdateItemAsync(request);
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいUpdateItemにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
項目のバッチをムービーテーブルに書き込みます。

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
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if (!File.Exists(movieFileName))
{
return null;
}
using var sr = new StreamReader(movieFileName);
string json = sr.ReadToEnd();
var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

}

// Now return the first 250 entries.
return allMovies.GetRange(0, 250);

/// <summary>
/// Writes 250 items to the movie table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="movieFileName">A string containing the full path to
/// the JSON file containing movie data.</param>
/// <returns>A long integer value representing the number of movies
/// imported from the JSON file.</returns>
public static async Task<long> BatchWriteItemsAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string movieFileName)
{
var movies = ImportMovies(movieFileName);
if (movies is null)
{
Console.WriteLine("Couldn't find the JSON file with movie data.");
return 0;
}
var context = new DynamoDBContext(client);
var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Movie>();
bookBatch.AddPutItems(movies);
Console.WriteLine("Adding imported movies to the table.");
await bookBatch.ExecuteAsync();
}

return movies.Count;

• API 詳細については、「」を参照してくださいBatchWriteItemにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
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• テーブルを削除する。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// This example application performs the following basic Amazon DynamoDB
/// functions:
///
///
CreateTableAsync
///
PutItemAsync
///
UpdateItemAsync
///
BatchWriteItemAsync
///
GetItemAsync
///
DeleteItemAsync
///
Query
///
Scan
///
DeleteItemAsync
///
/// The code in this example uses the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET 5.
/// 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.
/// </summary>
namespace DynamoDB_Basics_Scenario
{
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DynamoDBv2;
public class DynamoDB_Basics
{
// Separator for the console display.
private static readonly string SepBar = new('-', 80);
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonDynamoDBClient();
var tableName = "movie_table";
var movieFileName = "moviedata.json";
DisplayInstructions();
// Create a new table and wait for it to be active.
Console.WriteLine($"Creating the new table: {tableName}");
var success = await DynamoDbMethods.CreateMovieTableAsync(client,

tableName);

if (success)
{
Console.WriteLine($"\nTable: {tableName} successfully created.");
}
else
{
Console.WriteLine($"\nCould not create {tableName}.");
}
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WaitForEnter();
// Add a single new movie to the table.
var newMovie = new Movie
{
Year = 2021,
Title = "Spider-Man: No Way Home",
};
success = await DynamoDbMethods.PutItemAsync(client, newMovie, tableName);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Added {newMovie.Title} to the table.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not add movie to table.");
}
WaitForEnter();
// Update the new movie by adding a plot and rank.
var newInfo = new MovieInfo
{
Plot = "With Spider-Man's identity now revealed, Peter asks" +
"Doctor Strange for help. When a spell goes wrong, dangerous" +
"foes from other worlds start to appear, forcing Peter to" +
"discover what it truly means to be Spider-Man.",
Rank = 9,
};
success = await DynamoDbMethods.UpdateItemAsync(client, newMovie, newInfo,

tableName);

if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully updated the movie: {newMovie.Title}");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not update the movie.");
}
WaitForEnter();

// Add a batch of movies to the DynamoDB table from a list of
// movies in a JSON file.
var itemCount = await DynamoDbMethods.BatchWriteItemsAsync(client,
movieFileName);
Console.WriteLine($"Added {itemCount} movies to the table.");
WaitForEnter();
// Get a movie by key. (partition + sort)
var lookupMovie = new Movie
{
Title = "Jurassic Park",
Year = 1993,
};
Console.WriteLine("Looking for the movie \"Spider-Man: No Way Home\".");
var item = await DynamoDbMethods.GetItemAsync(client, lookupMovie,

tableName);

if (item.Count > 0)
{
DynamoDbMethods.DisplayItem(item);
}
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else
{
}

Console.WriteLine($"Couldn't find {lookupMovie.Title}");

WaitForEnter();
// Delete a movie.
var movieToDelete = new Movie
{
Title = "The Town",
Year = 2010,
};
success = await DynamoDbMethods.DeleteItemAsync(client, tableName,
movieToDelete);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted {movieToDelete.Title}.");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not delete {movieToDelete.Title}.");
}
WaitForEnter();

findYear);

// Use Query to find all the movies released in 2010.
int findYear = 2010;
Console.WriteLine($"Movies released in {findYear}");
var queryCount = await DynamoDbMethods.QueryMoviesAsync(client, tableName,
Console.WriteLine($"Found {queryCount} movies released in {findYear}");
WaitForEnter();

// Use Scan to get a list of movies from 2001 to 2011.
int startYear = 2001;
int endYear = 2011;
var scanCount = await DynamoDbMethods.ScanTableAsync(client, tableName,
startYear, endYear);
Console.WriteLine($"Found {scanCount} movies released between {startYear}
and {endYear}");
WaitForEnter();
// Delete the table.
success = await DynamoDbMethods.DeleteTableAsync(client, tableName);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted {tableName}");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not delete {tableName}");
}
Console.WriteLine("The DynamoDB Basics example application is done.");
}

WaitForEnter();

/// <summary>
/// Displays the description of the application on the console.

270

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ
/// </summary>
private static void DisplayInstructions()
{
Console.Clear();
Console.WriteLine();
Console.Write(new string(' ', 28));
Console.WriteLine("DynamoDB Basics Example");
Console.WriteLine(SepBar);
Console.WriteLine("This demo application shows the basics of using DynamoDB
with the AWS SDK for");
Console.WriteLine(".NET version 3.7 and .NET Core 5.");
Console.WriteLine(SepBar);
Console.WriteLine("The application does the following:");
Console.WriteLine("\t1. Creates a table with partition: year and
sort:title.");
Console.WriteLine("\t2. Adds a single movie to the table.");
Console.WriteLine("\t3. Adds movies to the table from moviedata.json.");
Console.WriteLine("\t4. Updates the rating and plot of the movie that was
just added.");
Console.WriteLine("\t5. Gets a movie using its key (partition + sort).");
Console.WriteLine("\t6. Deletes a movie.");
Console.WriteLine("\t7. Uses QueryAsync to return all movies released in a
given year.");
Console.WriteLine("\t8. Uses ScanAsync to return all movies released within
a range of years.");
Console.WriteLine("\t9. Finally, it deletes the table that was just
created.");
WaitForEnter();
}

}

}

/// <summary>
/// Simple method to wait for the Enter key to be pressed.
/// </summary>
private static void WaitForEnter()
{
Console.WriteLine("\nPress <Enter> to continue.");
Console.WriteLine(SepBar);
_ = Console.ReadLine();
}

ムービーデータを含めるテーブルを作成します。
/// <summary>
/// Creates a new Amazon DynamoDB table and then waits for the new
/// table to become active.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to create.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</returns>
public static async Task<bool> CreateMovieTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
var response = await client.CreateTableAsync(new CreateTableRequest
{
TableName = tableName,
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "title",
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AttributeType = "S",
},
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "year",
AttributeType = "N",
},

});

},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "year",
KeyType = "HASH",
},
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "title",
KeyType = "RANGE",
},
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 5,
WriteCapacityUnits = 5,
},

// Wait until the table is ACTIVE and then report success.
Console.Write("Waiting for table to become active...");
var request = new DescribeTableRequest
{
TableName = response.TableDescription.TableName,
};
TableStatus status;
int sleepDuration = 2000;
do
{

System.Threading.Thread.Sleep(sleepDuration);
var describeTableResponse = await client.DescribeTableAsync(request);
status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

Console.Write(".");
}
while (status != "ACTIVE");
}

return status == TableStatus.ACTIVE;

1 つのムービーをテーブルに追加します。
///
///
///
///
///
///

<summary>
Adds a new item to the table.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</param>
<param name="newMovie">A Movie object containing informtation for
the movie to add to the table.</param>
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/// <param name="tableName">The name of the table where the item will be
added.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the results of adding the item.</
returns>
public static async Task<bool> PutItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie
newMovie, string tableName)
{
var item = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var request = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
};

}

var response = await client.PutItemAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

テーブルの 1 つの項目を更新します。

param>

///
///
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Updates an existing item in the movies table.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</param>
<param name="newMovie">A Movie object containing information for
the movie to update.</param>
<param name="newInfo">A MovieInfo object that contains the
information that will be changed.</param>
<param name="tableName">The name of the table that contains the movie.</

/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the operation.</

returns>

public static async Task<bool> UpdateItemAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
Movie newMovie,
MovieInfo newInfo,
string tableName)
{
var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var updates = new Dictionary<string, AttributeValueUpdate>
{
["info.plot"] = new AttributeValueUpdate
{
Action = AttributeAction.PUT,
Value = new AttributeValue { S = newInfo.Plot },
},

};

["info.rating"] = new AttributeValueUpdate
{
Action = AttributeAction.PUT,
Value = new AttributeValue { N = newInfo.Rank.ToString() },
},
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var request = new UpdateItemRequest
{
AttributeUpdates = updates,
Key = key,
TableName = tableName,
};
var response = await client.UpdateItemAsync(request);
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

ムービーテーブルから 1 つの項目を取得します。

/// <summary>
/// Gets information about an existing movie from the table.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</param>
/// <param name="newMovie">A Movie object containing information about
/// the movie to retrieve.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table containing the movie.</param>
/// <returns>A Dictionary object containing information about the item
/// retrieved.</returns>
public static async Task<Dictionary<string, AttributeValue>>
GetItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie newMovie, string tableName)
{
var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var request = new GetItemRequest
{
Key = key,
TableName = tableName,
};

}

var response = await client.GetItemAsync(request);
return response.Item;

項目のバッチをムービーテーブルに書き込みます。

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
if (!File.Exists(movieFileName))
{
return null;
}
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using var sr = new StreamReader(movieFileName);
string json = sr.ReadToEnd();
var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

}

// Now return the first 250 entries.
return allMovies.GetRange(0, 250);

/// <summary>
/// Writes 250 items to the movie table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="movieFileName">A string containing the full path to
/// the JSON file containing movie data.</param>
/// <returns>A long integer value representing the number of movies
/// imported from the JSON file.</returns>
public static async Task<long> BatchWriteItemsAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string movieFileName)
{
var movies = ImportMovies(movieFileName);
if (movies is null)
{
Console.WriteLine("Couldn't find the JSON file with movie data.");
return 0;
}
var context = new DynamoDBContext(client);
var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Movie>();
bookBatch.AddPutItems(movies);
Console.WriteLine("Adding imported movies to the table.");
await bookBatch.ExecuteAsync();
}

return movies.Count;

テーブルから 1 つの項目を削除します。
/// <summary>
/// Deletes a single item from a DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table from which the item
/// will be deleted.</param>
/// <param name="movieToDelete">A movie object containing the title and
/// year of the movie to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success or failure of the
/// delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteItemAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string tableName,
Movie movieToDelete)
{
var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = movieToDelete.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = movieToDelete.Year.ToString() },
};
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var request = new DeleteItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = key,
};

}

var response = await client.DeleteItemAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

特定の年にリリースされたムービーのテーブルにクエリを実行します。
/// <summary>
/// Queries the table for movies released in a particular year and
/// then displays the information for the movies returned.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to query.</param>
/// <param name="year">The release year for which we want to
/// view movies.</param>
/// <returns>The number of movies that match the query.</returns>
public static async Task<int> QueryMoviesAsync(AmazonDynamoDBClient client,
string tableName, int year)
{
var movieTable = Table.LoadTable(client, tableName);
var filter = new QueryFilter("year", QueryOperator.Equal, year);
Console.WriteLine("\nFind movies released in: {year}:");
var config = new QueryOperationConfig()
{
Limit = 10, // 10 items per page.
Select = SelectValues.SpecificAttributes,
AttributesToGet = new List<string>
{
"title",
"year",
},
ConsistentRead = true,
Filter = filter,
};
// Value used to track how many movies match the
// supplied criteria.
var moviesFound = 0;
Search search = movieTable.Query(config);
do
{
var movieList = await search.GetNextSetAsync();
moviesFound += movieList.Count;
foreach (var movie in movieList)
{
DisplayDocument(movie);
}

}
while (!search.IsDone);
}

return moviesFound;
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数年にわたってリリースされたムービーのテーブルをスキャンします。
public static async Task<int> ScanTableAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string tableName,
int startYear,
int endYear)
{
var request = new ScanRequest
{
TableName = tableName,
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
{
{ "#yr", "year" },
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ ":y_a", new AttributeValue { N = startYear.ToString() } },
{ ":y_z", new AttributeValue { N = endYear.ToString() } },
},
FilterExpression = "#yr between :y_a and :y_z",
ProjectionExpression = "#yr, title, info.actors[0], info.directors,
info.running_time_secs",
};
// Keep track of how many movies were found.
int foundCount = 0;

}

var response = new ScanResponse();
do
{
response = await client.ScanAsync(request);
foundCount += response.Items.Count;
response.Items.ForEach(i => DisplayItem(i));
}
while (response.LastEvaluatedKey.Count > 1);
return foundCount;

ムービーテーブルを削除します。
public static async Task<bool> DeleteTableAsync(AmazonDynamoDBClient client,
string tableName)
{
var request = new DeleteTableRequest
{
TableName = tableName,
};
var response = await client.DeleteTableAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Table {response.TableDescription.TableName}
successfully deleted.");
return true;
}
else
{
Console.WriteLine("Could not delete table.");
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return false;

}

}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET 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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

// 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.
// Separator
var SepBar =
const string
const string

for the console display.
new string('-', 80);
tableName = "movie_table";
movieFileName = "moviedata.json";

DisplayInstructions();
// Create the table and wait for it to be active.
Console.WriteLine($"Creating the movie table: {tableName}");
var success = await DynamoDBMethods.CreateMovieTableAsync(tableName);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully created table: {tableName}.");
}

278

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ

WaitForEnter();
// Add movie information to the table from moviedata.json. See the
// instructions at the top of this file to download the JSON file.
Console.WriteLine($"Inserting movies into the new table. Please wait...");
success = await PartiQLBatchMethods.InsertMovies(tableName, movieFileName);
if (success)
{
Console.WriteLine("Movies successfully added to the table.");
}
else
{
Console.WriteLine("Movies could not be added to the table.");
}
WaitForEnter();
// Update multiple movies by using the BatchExecute statement.
var title1 = "Star Wars";
var year1 = 1977;
var title2 = "Wizard of Oz";
var year2 = 1939;
Console.WriteLine($"Updating two movies with producer information: {title1} and
{title2}.");
success = await PartiQLBatchMethods.GetBatch(tableName, title1, title2, year1, year2);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully retrieved {title1} and {title2}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Select statement failed.");
}
WaitForEnter();
// Update multiple movies by using the BatchExecute statement.
var producer1 = "LucasFilm";
var producer2 = "MGM";
Console.WriteLine($"Updating two movies with producer information: {title1} and
{title2}.");
success = await PartiQLBatchMethods.UpdateBatch(tableName, producer1, title1, year1,
producer2, title2, year2);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully updated {title1} and {title2}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Update failed.");
}
WaitForEnter();
// Delete multiple movies by using the BatchExecute statement.
Console.WriteLine($"Now we will delete {title1} and {title2} from the table.");
success = await PartiQLBatchMethods.DeleteBatch(tableName, title1, year1, title2,
year2);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Deleted {title1} and {title2}");
}
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else
{
}

Console.WriteLine($"could not delete {title1} or {title2}");

WaitForEnter();
// DNow that the PartiQL Batch scenario is complete, delete the movie table.
success = await DynamoDBMethods.DeleteTableAsync(tableName);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted {tableName}");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not delete {tableName}");
}
/// <summary>
/// Displays the description of the application on the console.
/// </summary>
void DisplayInstructions()
{
Console.Clear();
Console.WriteLine();
Console.Write(new string(' ', 24));
Console.WriteLine("DynamoDB PartiQL Basics Example");
Console.WriteLine(SepBar);
Console.WriteLine("This demo application shows the basics of using Amazon DynamoDB
with the AWS SDK for");
Console.WriteLine(".NET version 3.7 and .NET 6.");
Console.WriteLine(SepBar);
Console.WriteLine("Creates a table by using the CreateTable method.");
Console.WriteLine("Gets multiple movies by using a PartiQL SELECT statement.");
Console.WriteLine("Updates multiple movies by using the ExecuteBatch method.");
Console.WriteLine("Deletes multiple movies by using a PartiQL DELETE statement.");
Console.WriteLine("Cleans up the resources created for the demo by deleting the
table.");
Console.WriteLine(SepBar);
}

WaitForEnter();

/// <summary>
/// Simple method to wait for the <Enter> key to be pressed.
/// </summary>
void WaitForEnter()
{
Console.WriteLine("\nPress <Enter> to continue.");
Console.Write(SepBar);
_ = Console.ReadLine();
}

/// <summary>
///
/// </summary>
/// <param name="tableName"></param>
/// <param name="title1"></param>
/// <param name="title2"></param>
/// <param name="year1"></param>
/// <param name="year2"></param>
/// <returns></returns>
public static async Task<bool> GetBatch(
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{

string tableName,
string title1,
string title2,
int year1,
int year2)
var getBatch = $"SELECT FROM {tableName} WHERE title = ? AND year = ?";
var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = getBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},

};

new BatchStatementRequest
{
Statement = getBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },
},
}

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
if (response.Responses.Count > 0)
{
response.Responses.ForEach(r =>
{
Console.WriteLine($"{r.Item["title"]}\t{r.Item["year"]}");
});
return true;
}
else
{
Console.WriteLine($"Couldn't find either {title1} or {title2}.");
return false;
}
}

/// <summary>
/// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table into which the movie
/// information will be inserted.</param>
/// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
/// movie information.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the insert operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
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{

// Get the list of movies from the JSON file.
var movies = ImportMovies(movieFileName);
var success = false;

if (movies is not null)
{
// Insert the movies
// batch can contain
// at a time.
string insertBatch =
'year': ?}}";
var statements = new

in a batch using PartiQL. Because the
a maximum of 25 items, insert 25 movies
$"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
List<BatchStatementRequest>();

try
{

for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset += 25)
{
for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
{
statements.Add(new BatchStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movies[i].Title },
new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
},
});
}
var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
// Wait between batches for movies to be successfully added.
System.Threading.Thread.Sleep(3000);
success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;
// Clear the list of statements for the next batch.
statements.Clear();

}
}

}
}
catch (AmazonDynamoDBException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

return success;

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
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if (!File.Exists(movieFileName))
{
return null;
}
using var sr = new StreamReader(movieFileName);
string json = sr.ReadToEnd();
var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

}

///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///

returns>

if (allMovies is not null)
{
// Return the first 250 entries.
return allMovies.GetRange(0, 250);
}
else
{
return null;
}

<summary>
Updates information for multiple movies.
</summary>
<param name="tableName">The name of the table containing the
movies to be updated.</param>
<param name="producer1">The producer name for the first movie
to update.</param>
<param name="title1">The title of the first movie.</param>
<param name="year1">The year that the first movie was released.</param>
<param name="producer2">The producer name for the second
movie to update.</param>
<param name="title2">The title of the second movie.</param>
<param name="year2">The year that the second movie was released.</param>
<returns>A Boolean value that indicates the success of the update.</

public static async Task<bool> UpdateBatch(
string tableName,
string producer1,
string title1,
int year1,
string producer2,
string title2,
int year2)
{

string updateBatch = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title = ?
AND year = ?";
var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer1 },
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},
new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
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{

};

}

},

new AttributeValue { S = producer2 },
new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

/// <summary>
/// Deletes multiple movies using a PartiQL BatchExecuteAsync
/// statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table containing the
/// moves that will be deleted.</param>
/// <param name="title1">The title of the first movie.</param>
/// <param name="year1">The year the first movie was released.</param>
/// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
/// <param name="year2">The year the second movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteBatch(
string tableName,
string title1,
int year1,
string title2,
int year2)
{
= ?";

string updateBatch = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},

};

new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },
},
}

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
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});
}

Statements = statements,

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいBatchExecuteStatementにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

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。
• DELETE ステートメントを実行して項目を削除する。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

namespace PartiQL_Basics_Scenario
{
public class PartiQLMethods
{
private static readonly AmazonDynamoDBClient Client = new
AmazonDynamoDBClient();
/// <summary>
/// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table where the movie
/// information will be inserted.</param>
/// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
/// movie information.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the insert operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
{
// Get the list of movies from the JSON file.
var movies = ImportMovies(movieFileName);
var success = false;
if (movies is not null)
{
// Insert the movies in a batch using PartiQL. Because the
// batch can contain a maximum of 25 items, insert 25 movies
// at a time.
string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
'year': ?}}";
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var statements = new List<BatchStatementRequest>();
try
{

for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset += 25)
{
for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
{
statements.Add(new BatchStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movies[i].Title },
new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
},
});
}
var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
// Wait between batches for movies to be successfully added.
System.Threading.Thread.Sleep(3000);
success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;
// Clear the list of statements for the next batch.
statements.Clear();

}
}

}
}
catch (AmazonDynamoDBException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

return success;

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
if (!File.Exists(movieFileName))
{
return null;
}
using var sr = new StreamReader(movieFileName);
string json = sr.ReadToEnd();
var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);
if (allMovies is not null)
{
// Return the first 250 entries.
return allMovies.GetRange(0, 250);
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}
else
{
}

}

return null;

/// <summary>
/// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
/// movie database.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
/// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
/// title, the list is empty.</returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
{
string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";
var parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
};
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = selectSingle,
Parameters = parameters,
});
}

return response.Items;

/// <summary>
/// Retrieve multiple movies by year using a SELECT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="year">The year the movies were released.</param>
/// <returns></returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetMovies(string tableName, int year)
{
string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE year = ?";
var parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { N = year.ToString() },
};
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = selectSingle,
Parameters = parameters,
});
}

return response.Items;

/// <summary>
/// Inserts a single movie into the movies table.
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/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the INSERT operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
'year': ?}}";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

/// <summary>
/// Updates a single movie in the table, adding information for the
/// producer.
/// </summary>
/// <param name="tableName">the name of the table.</param>
/// <param name="producer">The name of the producer.</param>
/// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
/// <param name="year">The year the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// UPDATE operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
{
string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title = ?
AND year = ?";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer },
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

///
///
///
///
///

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

<summary>
Deletes a single movie from the table.
</summary>
<param name="tableName">The name of the table.</param>
<param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
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/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// DELETE operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year = ?";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = deleteSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

items)

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

/// <summary>
/// Displays the list of movies returned from a database query.
/// </summary>
/// <param name="items">The list of movie information to display.</param>
private static void DisplayMovies(List<Dictionary<string, AttributeValue>>
{

if (items.Count > 0)
{
Console.WriteLine($"Found {items.Count} movies.");
items.ForEach(item =>
Console.WriteLine($"{item["year"].N}\t{item["title"].S}"));
}
else
{
Console.WriteLine($"Didn't find a movie that matched the supplied
criteria.");
}
}
}

}

/// <summary>
/// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
/// movie database.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
/// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
/// title, the list is empty.</returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
{
string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";
var parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
};
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var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = selectSingle,
Parameters = parameters,
});
}

return response.Items;

/// <summary>
/// Inserts a single movie into the movies table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the INSERT operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
'year': ?}}";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

/// <summary>
/// Updates a single movie in the table, adding information for the
/// producer.
/// </summary>
/// <param name="tableName">the name of the table.</param>
/// <param name="producer">The name of the producer.</param>
/// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
/// <param name="year">The year the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// UPDATE operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
{
string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title = ?
AND year = ?";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer },
new AttributeValue { S = movieTitle },
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});
}

},

new AttributeValue { N = year.ToString() },

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

/// <summary>
/// Deletes a single movie from the table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// DELETE operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year = ?";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = deleteSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいExecuteStatementにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

Amazon EC2 での例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon EC2 の使用。
アクション個々の Amazon EC2 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の Amazon EC2 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 291)

アクション
VPC を作成する
次のコード例は、Amazon EC2 VPC を作成する方法を示しています。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

/// <summary>
/// Shows how to create an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
/// using the AWS SDK for .NET and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateVPC
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon EC2 client object and then calls
/// CreateVpcAsync method to create the VPC.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// If you do not want to create the VPC in the same AWS
// the default users on your system, you need to supply
// Region as a parameter to the client constructor.
var client = new AmazonEC2Client();

EC2) VPC

the

Region as
the AWS

var response = await client.CreateVpcAsync(new CreateVpcRequest
{
CidrBlock = "10.0.0.0/16",
});
Vpc vpc = response.Vpc;

}

}

if (vpc is not null)
{
Console.WriteLine($"Created VPC with ID: {vpc.VpcId}.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateVpcにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

セキュリティグループの作成
次のコード例は、Amazon EC2 セキュリティグループを作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;
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/// <summary>
/// Shows how to create a security group for an Amazon Elastic Compute
/// Cloud (Amazon EC2) VPC using the AWS SDK for .NET version 3.7 and
/// .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateSecurityGroup
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon EC2 client object and uses the
/// CreateSecurityGroupAsync method to create the security group.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string vpcId = "vpc-1234567890abcdefa";
string vpcDescription = "Sample security group";
string groupName = "sample-security-group";
var client = new AmazonEC2Client();
var response = await client.CreateSecurityGroupAsync(new
CreateSecurityGroupRequest
{
Description = vpcDescription,
GroupName = groupName,
VpcId = vpcId,
});
string groupId = response.GroupId;
Console.WriteLine($"Successfully created security group: {groupName} with
ID: {groupId}");
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateSecurityGroupにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

セキュリティkey pair を作成する
次のコード例は、Amazon EC2 のセキュリティkey pair を作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

/// <summary>
/// Shows how to create a new Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
/// key pair. The example was uses the AWS SDK for .NET version 3.7 and
/// .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateKeyPair
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon EC2 client object and then calls the
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/// CreateKeyPairAsync method to create the new key pair.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string keyName = "sdk-example-key-pair";
// If the default user on your system is not the same as
// the Region where you want to create the key pair, you
// need to supply the AWS Region as a parameter to the
// client constructor.
var client = new AmazonEC2Client();
var request = new CreateKeyPairRequest
{
KeyName = keyName,
};
var response = await client.CreateKeyPairAsync(request);

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
var kp = response.KeyPair;
Console.WriteLine($"{kp.KeyName} with the ID: {kp.KeyPairId}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not create key pair.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateKeyPairにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

VPC
次のコード例は、Amazon EC2 VPC を削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing Amazon Elastic Compute Cloud
/// (Amazon EC2) VPC. The example was created using the AWS SDK for .NET
/// version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeleteVPC
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon EC2 client object and then calls the
/// DeleteVpcAsync method to delete the VPC.
/// </summary>
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public static async Task Main()
{
string vpcId = "vpc-0123456789abc";
// If your Amazon EC2 VPC is not defined in the same AWS Region as
// the default AWS user on your system, you need to supply the AWS
// Region as a parameter to the client constructor.
var client = new AmazonEC2Client();
var request = new DeleteVpcRequest
{
VpcId = vpcId,
};
var response = await client.DeleteVpcAsync(request);

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted VPC with ID: {vpcId}.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteVpcにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

セキュリティグループを削除する
次のコード例は、Amazon EC2 セキュリティグループを削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

/// <summary>
/// Shows how to use Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) and the
/// AWS SDK for .NET to delete an existing security group. This example
/// was created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeleteSecurityGroup
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon EC2 client object and then uses it to call
/// the DeleteSecurityGroupAsync method to delete the security group.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string secGroupId = "sg-1234567890abcd";
string groupName = "sample-security-group";
// If your Amazon EC2 security grup is not defined in the same AWS
// Region as the default user on your system, you need to supply
// the AWS Region as a parameter to the client constructor.
var client = new AmazonEC2Client();
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var request = new DeleteSecurityGroupRequest
{
GroupId = secGroupId,
GroupName = groupName,
};
var response = await client.DeleteSecurityGroupAsync(request);

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted {groupName}.");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not delete {groupName}.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteSecurityGroupにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

セキュリティkey pair を削除します
次のコード例は、Amazon EC2 セキュリティkey pair を削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing Amazon Elastic Compute Cloud
/// (Amazon EC2) key pair. The example uses the AWS SDK for .NET
/// version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeleteKeyPair
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon EC2 client object and then calls the
/// DeleteKeyPairAsync method to delete the key pair.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string keyName = "sdk-example-key-pair";
// If the key pair was not created in the same AWS Region as
// the default user on your system, you need to supply
// the AWS Region as a parameter to the client constructor.
var client = new AmazonEC2Client();
var request = new DeleteKeyPairRequest
{
KeyName = keyName,
};
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var response = await client.DeleteKeyPairAsync(request);

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted the key pair: {keyName}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not delete the key pair.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteKeyPairにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

インスタンスの説明
次のコード例は、Amazon EC2 インスタンスを記述する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to list your Amazon Elastic Compute Cloud
/// (Amazon EC2) instances. It was created using the AWS SDK for .NET
/// version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DescribeInstances
{
/// <summary>
/// The Main method creates the Amazon EC2 client object and then calls
/// first GetInstanceDescriptions and then GetInstanceDescriptionsFiltered
/// to display the list of Amazon EC2 Instances attached to the default
/// account.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// If the Region of the EC2 instances you want to list is different
// from the default user's Region, you need to specify the Region
// when you create the client object.
// For example: RegionEndpoint.USWest1.
var eC2Client = new AmazonEC2Client();
// List all EC2 instances.
await GetInstanceDescriptions(eC2Client);
string tagName = "IncludeInList";
string tagValue = "Yes";
await GetInstanceDescriptionsFiltered(eC2Client, tagName, tagValue);
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}
/// <summary>
/// This method uses a paginator to list all of the EC2 Instances
/// attached to the default account.
/// </summary>
/// <param name="client">The Amazon EC2 client object used to call
/// the DescribeInstances method.</param>
public static async Task GetInstanceDescriptions(AmazonEC2Client client)
{
var request = new DescribeInstancesRequest();
Console.WriteLine("Showing all instances:");
var paginator = client.Paginators.DescribeInstances(request);
await foreach (var response in paginator.Responses)
{
foreach (var reservation in response.Reservations)
{
foreach (var instance in reservation.Instances)
{
Console.Write($"Instance ID: {instance.InstanceId}");
Console.WriteLine($"\tCurrent State: {instance.State.Name}");
}
}
}

}

/// <summary>
/// This method lists the EC2 instances for this account which have set
/// the tag named in the tagName parameter with the value in the tagValue
/// parameter.
/// </summary>
/// <param name="client">The Amazon EC2 client object used to call
/// the DescribeInstances method.</param>
/// <param name="tagName">A string representing the name of the tag to
/// filter on.</param>
/// <param name="tagValue">A string representing the value of the tag
/// to filter on.</param>
public static async Task GetInstanceDescriptionsFiltered(AmazonEC2Client

client,

{

string tagName, string tagValue)
// This is the tag we want to use to filter
// the results of our list of instances.
var filters = new List<Filter>
{
new Filter
{
Name = $"tag:{tagName}",
Values = new List<string>
{
tagValue,
},
},
};
var request = new DescribeInstancesRequest
{
Filters = filters,
};
Console.WriteLine("\nShowing instances with tag: \"IncludeInList\" set to

\"Yes\".");

var paginator = client.Paginators.DescribeInstances(request);
await foreach (var response in paginator.Responses)
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{

}

}

}

foreach (var reservation in response.Reservations)
{
foreach (var instance in reservation.Instances)
{
Console.Write($"Instance ID: {instance.InstanceId} ");
Console.WriteLine($"\tCurrent State: {instance.State.Name}");
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeInstancesにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

インスタンスの再起動
次のコード例は、Amazon EC2 インスタンスを再起動する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

/// <summary>
/// Shows how to reboot Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances
/// using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class RebootInstances
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon EC2 client object and then calls
/// RebootInstancesAsync to reboot the instance(s) in the ec2InstanceId
/// list.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string ec2InstanceId = "i-0123456789abcdef0";
// If your EC2 instances are not in the same AWS Region as
// the default users on your system, you need to supply
// the AWS Region as a parameter to the client constructor.
var client = new AmazonEC2Client();
var request = new RebootInstancesRequest
{
InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
};
var response = await client.RebootInstancesAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Instance(s) successfully rebooted.");
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}
else
{

}

}

}

Console.WriteLine("Could not reboot one or more instances.");

• API 詳細については、「」を参照してくださいRebootInstancesにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

インスタンスの起動
次のコード例は、Amazon EC2 インスタンスを起動する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

/// <summary>
/// Shows how to start a list of Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
/// instances using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class StartInstances
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon EC2 client object and uses it to call the
/// StartInstancesAsync method to start the listed Amazon EC2 instances.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string ec2InstanceId = "i-0123456789abcdef0";
// If your EC2 instances are not in the same AWS Region as
// the default users on your system, you need to supply
// the AWS Region as a parameter to the client constructor.
var client = new AmazonEC2Client();
var request = new StartInstancesRequest
{
InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
};
var response = await client.StartInstancesAsync(request);
if (response.StartingInstances.Count > 0)
{
var instances = response.StartingInstances;
instances.ForEach(i =>
{
Console.WriteLine($"Successfully started the EC2 Instance with
InstanceID: {i.InstanceId}.");
});
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}

}

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいStartInstancesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

インスタンスの停止
次のコード例は、Amazon EC2 インスタンスを停止する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.EC2;
Amazon.EC2.Model;

/// <summary>
/// Shows how to stop a list of Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
/// instances using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class StopInstances
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon EC2 client object and uses it to call the
/// StartInstancesAsync method to stop the listed Amazon EC2 instances.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string ec2InstanceId = "i-0123456789abcdef0";
// If your EC2 instances are not in the same AWS Region as
// the default user on your system, you need to supply
// the AWS Region as a parameter to the client constructor.
var client = new AmazonEC2Client();
// In addition to the list of instance Ids, the
// request can also include the following properties:
//
Force
When true forces the instances to
//
stop but you have to check the integrity
//
of the file system. Not recommended on
//
Windows instances.
//
Hibernate When true, hibernates the instance if the
//
instance was enabled for hibernation when
//
it was launched.
var request = new StopInstancesRequest
{
InstanceIds = new List<string> { ec2InstanceId },
};
var response = await client.StopInstancesAsync(request);
if (response.StoppingInstances.Count > 0)
{
var instances = response.StoppingInstances;
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}

}

}

instances.ForEach(i =>
{
Console.WriteLine($"Successfully stopped the EC2 Instance " +
$"with InstanceID: {i.InstanceId}.");
});

• API 詳細については、「」を参照してくださいStopInstancesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

Amazon EC2 Auto Scaling の使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon EC2 Auto Scaling による。
アクションは、Amazon EC2 Auto Scaling 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数Amazon EC2 Auto Scaling 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 302)
• シナリオ (p. 310)

アクション
グループを作成する
次のコード例は、Auto Scaling グループを作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Creates a new Amazon EC2 Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon EC2 Auto Scaling
/// client object.</param>
/// <param name="groupName">The name to use for the new Auto Scaling
/// group.</param>
/// <param name="launchTemplateName">The name of the Amazon EC2 launch template
/// to use to create instances in the group.</param>
/// <param name="serviceLinkedRoleARN">The AWS Identity and Access
/// Management (IAM) service-linked role that provides the permissions
/// to use with the Auso Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the operation.</returns>
public static async Task<bool> CreateAutoScalingGroup(
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{

AmazonAutoScalingClient client,
string groupName,
string launchTemplateName,
string serviceLinkedRoleARN)
var templateSpecification = new LaunchTemplateSpecification
{
LaunchTemplateName = launchTemplateName,
};
var zoneList = new List<string>
{
"us-east-2a",
};
var request = new CreateAutoScalingGroupRequest
{
AutoScalingGroupName = groupName,
AvailabilityZones = zoneList,
LaunchTemplate = templateSpecification,
MaxSize = 1,
MinSize = 1,
ServiceLinkedRoleARN = serviceLinkedRoleARN,
};

}

var response = await client.CreateAutoScalingGroupAsync(request);
Console.WriteLine(groupName + " Auto Scaling Group created");
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateAutoScalingGroupにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

グループを削除します
次のコード例は、Auto Scaling グループを作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Deletes an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="autoScalingClient">The initialized Amazon EC2 Auto Scaling
/// client object.</param>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteAutoScalingGroupAsync(
AmazonAutoScalingClient autoScalingClient,
string groupName)
{
var deleteAutoScalingGroupRequest = new DeleteAutoScalingGroupRequest
{
AutoScalingGroupName = groupName,
ForceDelete = true,
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};
var response = await
autoScalingClient.DeleteAutoScalingGroupAsync(deleteAutoScalingGroupRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"You successfully deleted {groupName}");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"Couldn't delete {groupName}.");
return false;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteAutoScalingGroupにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

グループのメトリック収集を無効にする
次のコード例は、無効にする方法を示しています。 CloudWatch Auto Scaling グループに対するメトリク
ス収集。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Disables the collection of metric data for an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon EC2 Auto Scaling
/// client object.</param>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the operation.</returns>
public static async Task<bool>
DisableMetricsCollectionAsync(AmazonAutoScalingClient client, string groupName)
{
var request = new DisableMetricsCollectionRequest
{
AutoScalingGroupName = groupName,
};

}

var response = await client.DisableMetricsCollectionAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDisableMetricsCollectionにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

グループのメトリック収集を有効にする
次のコード例は、有効にする方法を示しています CloudWatch Auto Scaling グループに対するメトリクス
収集。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Enables the collection of metric data for an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon EC2 Auto Scaling
/// client object.</param>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the operation.</returns>
public static async Task<bool>
EnableMetricsCollectionAsync(AmazonAutoScalingClient client, string groupName)
{
var listMetrics = new List<string>
{
"GroupMaxSize",
};
var collectionRequest = new EnableMetricsCollectionRequest
{
AutoScalingGroupName = groupName,
Metrics = listMetrics,
Granularity = "1Minute",
};
var response = await
client.EnableMetricsCollectionAsync(collectionRequest);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいEnableMetricsCollectionにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

グループに関するリスク情報。
次のコード例は、Auto Scaling グループに関する情報を取得する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Gets data about the instances in an Amazon EC2 Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon EC2 Auto Scaling
/// client object.</param>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A list of Auto Scaling details.</returns>
public static async Task<List<AutoScalingInstanceDetails>>
DescribeAutoScalingInstancesAsync(
AmazonAutoScalingClient client,
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{

string groupName)
var groups = await DescribeAutoScalingGroupsAsync(client, groupName);
var instanceIds = new List<string>();
groups.ForEach(group =>
{
if (group.AutoScalingGroupName == groupName)
{
group.Instances.ForEach(instance =>
{
instanceIds.Add(instance.InstanceId);
});
}
});
var scalingGroupsRequest = new DescribeAutoScalingInstancesRequest
{
MaxRecords = 10,
InstanceIds = instanceIds,
};

var response = await
client.DescribeAutoScalingInstancesAsync(scalingGroupsRequest);
var instanceDetails = response.AutoScalingInstances;
}

return instanceDetails;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeAutoScalingGroupsにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

インスタンスに関する情報を取得する
次のコード例は、Auto Scaling インスタンスに関する情報を取得する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Gets data about the instances in an Amazon EC2 Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon EC2 Auto Scaling
/// client object.</param>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A list of Auto Scaling details.</returns>
public static async Task<List<AutoScalingInstanceDetails>>
DescribeAutoScalingInstancesAsync(
AmazonAutoScalingClient client,
string groupName)
{
var groups = await DescribeAutoScalingGroupsAsync(client, groupName);
var instanceIds = new List<string>();
groups.ForEach(group =>
{
if (group.AutoScalingGroupName == groupName)
{
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});

}

group.Instances.ForEach(instance =>
{
instanceIds.Add(instance.InstanceId);
});

var scalingGroupsRequest = new DescribeAutoScalingInstancesRequest
{
MaxRecords = 10,
InstanceIds = instanceIds,
};
var response = await
client.DescribeAutoScalingInstancesAsync(scalingGroupsRequest);
var instanceDetails = response.AutoScalingInstances;
}

return instanceDetails;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeAutoScalingInstancesにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

スケーリングアクティビティに関する情報を取得する
次のコード例は、Auto Scaling アクティビティに関する情報を取得する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Retrieves a list of the Auto Scaling activities for an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon EC2 Auto Scaling
/// client object.</param>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A list of Auto Scaling activities.</returns>
public static async Task<List<Activity>> DescribeAutoScalingActivitiesAsync(
AmazonAutoScalingClient client,
string groupName)
{
var scalingActivitiesRequest = new DescribeScalingActivitiesRequest
{
AutoScalingGroupName = groupName,
MaxRecords = 10,
};
var response = await
client.DescribeScalingActivitiesAsync(scalingActivitiesRequest);
return response.Activities;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeScalingActivitiesにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。
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グループの希望容量を設定します
次のコード例は、Auto Scaling グループの希望する容量を設定する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Sets the desired capacity of an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon EC2 Auto Scaling
/// client object.</param>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <param name="desiredCapacity">The desired capacity for the Auto
/// Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the operation.</returns>
public static async Task<bool> SetDesiredCapacityAsync(
AmazonAutoScalingClient client,
string groupName,
int desiredCapacity)
{
var capacityRequest = new SetDesiredCapacityRequest
{
AutoScalingGroupName = groupName,
DesiredCapacity = desiredCapacity,
};
var response = await client.SetDesiredCapacityAsync(capacityRequest);
Console.WriteLine($"You have set the DesiredCapacity to
{desiredCapacity}.");
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいSetDesiredCapacityにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

グループ内のインスタンスを終了する
次のコード例は、Auto Scaling グループ内のインスタンスを終了する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

///
///
///
///
///
///

<summary>
Terminates all instances in the Auto Scaling group in preparation for
deleting the group.
</summary>
<param name="client">The initialized Amazon EC2 Auto Scaling
client object.</param>
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param>

/// <param name="instanceId">The instance Id of the instance to terminate.</
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the operation.</returns>
public static async Task<bool> TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(
AmazonAutoScalingClient client,
string instanceId)
{
var request = new TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest
{
InstanceId = instanceId,
ShouldDecrementDesiredCapacity = false,
};

var response = await
client.TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"You have terminated the instance {instanceId}");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"Could not terminate {instanceId}");
return false;

• API 詳細については、「」を参照してくださいTerminateInstanceInAutoScalingGroupにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

グループの更新
次のコード例は、Auto Scaling グループの設定を更新する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

param>
param>

///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Updates the capacity of an Auto Scaling group.
</summary>
<param name="client">The initialized Amazon EC2 Auto Scaling
client object.</param>
<param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
<param name="launchTemplateName">The name of the EC2 launch template.</

/// <param name="serviceLinkedRoleARN">The Amazon Resource Name (ARN)
/// of the AWS Identity and Access Management (IAM) service-linked role.</
/// <param name="maxSize">The maximum number of instances that can be
/// created for the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the update operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateAutoScalingGroupAsync(
AmazonAutoScalingClient client,
string groupName,
string launchTemplateName,
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{

string serviceLinkedRoleARN,
int maxSize)
var templateSpecification = new LaunchTemplateSpecification
{
LaunchTemplateName = launchTemplateName,
};
var groupRequest = new UpdateAutoScalingGroupRequest
{
MaxSize = maxSize,
ServiceLinkedRoleARN = serviceLinkedRoleARN,
AutoScalingGroupName = groupName,
LaunchTemplate = templateSpecification,
};

var response = await client.UpdateAutoScalingGroupAsync(groupRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"You successfully updated the Auto Scaling group
{groupName}.");
return true;
}
else
{
return false;
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいUpdateAutoScalingGroupにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

シナリオ
グループとインスタンスの管理
次のコードの例は以下の方法を示しています。
• Amazon EC2 EC2 Auto Scaling グループを作成し、それを起動テンプレートとアベイラビリティーゾー
ンで設定します。
• グループと実行中のインスタンスに関する情報を取得します。
• Amazon CloudWatch グループのメトリック収集。
• グループの目的の容量を更新し、インスタンスが起動するのを待ちます。
• グループ内のインスタンスを削除します。
• ユーザーのリクエストと容量の変更に応じて発生するスケーリングアクティビティを挙げてください。
• 次の統計情報を取得する CloudWatch この例で収集される指標。
• メトリクスの収集を停止し、すべてのインスタンスを終了し、グループを削除します。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

global using Amazon;
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global using Amazon.AutoScaling;
global using Amazon.AutoScaling.Model;
global using AutoScale_Basics;
var imageId = "ami-05803413c51f242b7";
var instanceType = "t2.micro";
var launchTemplateName = "AutoScaleLaunchTemplate";
// The name of the Auto Scaling group.
var groupName = "AutoScaleExampleGroup";
// The Amazon Resource Name (ARN) of the AWS Identity and Access Management (IAM)
service-linked role.
var serviceLinkedRoleARN = "<Enter Value>";
var client = new AmazonAutoScalingClient(RegionEndpoint.USEast2);
Console.WriteLine("Auto Scaling Basics");
DisplayDescription();
// Create the launch template and save the template Id to use when deleting the
// launch template at the end of the application.
var launchTemplateId = await EC2Methods.CreateLaunchTemplateAsync(imageId,
instanceType, launchTemplateName);
// Confirm that the template was created by asking for a description of it.
await EC2Methods.DescribeLaunchTemplateAsync(launchTemplateName);
PressEnter();
Console.WriteLine($"--- Creating an Auto Scaling group named {groupName}. ---");
var success = await AutoScaleMethods.CreateAutoScalingGroup(
client,
groupName,
launchTemplateName,
serviceLinkedRoleARN);
// Keep checking the details of the new group until its lifecycle state
// is "InService".
Console.WriteLine($"Waiting for the Auto Scaling group to be active.");
List<AutoScalingInstanceDetails> instanceDetails;
do
{

instanceDetails = await AutoScaleMethods.DescribeAutoScalingInstancesAsync(client,
groupName);

}
while (instanceDetails.Count <= 0);

Console.WriteLine($"Auto scaling group {groupName} successfully created.");
Console.WriteLine($"{instanceDetails.Count} instances were created for the group.");
// Display the details of the Auto Scaling group.
instanceDetails.ForEach(detail =>
{
Console.WriteLine($"Group name: {detail.AutoScalingGroupName}");
});
PressEnter();
Console.WriteLine($"\n--- Enable metrics collection for {groupName}");
await AutoScaleMethods.EnableMetricsCollectionAsync(client, groupName);
// Show the metrics that are collected for the group.
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// Update the maximum size of the group to three instances.
Console.WriteLine("--- Update the Auto Scaling group to increase max size to 3 ---");
int maxSize = 3;
await AutoScaleMethods.UpdateAutoScalingGroupAsync(client, groupName,
launchTemplateName, serviceLinkedRoleARN, maxSize);
Console.WriteLine("--- Describe all Auto Scaling groups to show the current state of
the group ---");
var groups = await AutoScaleMethods.DescribeAutoScalingGroupsAsync(client, groupName);
DisplayGroupDetails(groups);
PressEnter();
Console.WriteLine("--- Describe account limits ---");
await AutoScaleMethods.DescribeAccountLimitsAsync(client);
Console.WriteLine("Wait 1 min for the resources, including the instance. Otherwise, an
empty instance Id is returned");
System.Threading.Thread.Sleep(60000);
Console.WriteLine("--- Set desired capacity to 2 ---");
int desiredCapacity = 2;
await AutoScaleMethods.SetDesiredCapacityAsync(client, groupName, desiredCapacity);
Console.WriteLine("--- Get the two instance Id values and state ---");
// Empty the group before getting the details again.
groups.Clear();
groups = await AutoScaleMethods.DescribeAutoScalingGroupsAsync(client, groupName);
if (groups is not null)
{
foreach (AutoScalingGroup group in groups)
{
Console.WriteLine($"The group name is {group.AutoScalingGroupName}");
Console.WriteLine($"The group ARN is {group.AutoScalingGroupARN}");
var instances = group.Instances;
foreach (Instance instance in instances)
{
Console.WriteLine($"The instance id is {instance.InstanceId}");
Console.WriteLine($"The lifecycle state is {instance.LifecycleState}");
}
}
}
Console.WriteLine("**** List the scaling activities that have occurred for the group");
var activities = await AutoScaleMethods.DescribeAutoScalingActivitiesAsync(client,
groupName);
if (activities is not null)
{
activities.ForEach(activity =>
{
Console.WriteLine($"The activity Id is {activity.ActivityId}");
Console.WriteLine($"The activity details are {activity.Details}");
});
}
// Display the Amazon CloudWatch metrics that have been collected.
var metrics = await CloudWatchMethods.GetCloudWatchMetricsAsync(groupName);
Console.WriteLine($"Metrics collected for {groupName}:");
metrics.ForEach(metric =>
{
Console.Write($"Metric name: {metric.MetricName}\t");
Console.WriteLine($"Namespace: {metric.Namespace}");
});
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var dataPoints = await CloudWatchMethods.GetMetricStatisticsAsync(groupName);
Console.WriteLine("Details for the metrics collected:");
dataPoints.ForEach(detail =>
{
Console.WriteLine(detail);
});
// Disable metrics collection.
Console.WriteLine("Disabling the collection of metrics for {groupName}.");
success = await AutoScaleMethods.DisableMetricsCollectionAsync(client, groupName);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully stopped metrics collection for {groupName}.");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not stop metrics collection for {groupName}.");
}
// Terminate all instances in the group.
Console.WriteLine("--- Now terminating all instances in the AWS Auto Scaling group
---");
if (groups is not null)
{
groups.ForEach(group =>
{
// Only delete instances in the AutoScaling group we created.
if (group.AutoScalingGroupName == groupName)
{
group.Instances.ForEach(async instance =>
{
await AutoScaleMethods.TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(client,
instance.InstanceId);
});
}
});
}
// After all instances are terminated, delete the group.
Console.WriteLine("--- Deleting the Auto Scaling group ---");
await AutoScaleMethods.DeleteAutoScalingGroupAsync(client, groupName);
// Delete the launch template.
var deletedLaunchTemplateName = await
EC2Methods.DeleteLaunchTemplateAsync(launchTemplateId);
if (deletedLaunchTemplateName == launchTemplateName)
{
Console.WriteLine("Successfully deleted the launch template.");
}
Console.WriteLine("The demo is now concluded.");
void DisplayDescription()
{
Console.WriteLine("This code example performs the following operations:");
Console.WriteLine(" 1. Creates an Amazon EC2 launch template.");
Console.WriteLine(" 2. Creates an Auto Scaling group.");
Console.WriteLine(" 3. Shows the details of the new Auto Scaling group");
Console.WriteLine("
to show that only one instance was created.");
Console.WriteLine(" 4. Enables metrics collection.");
Console.WriteLine(" 5. Updates the AWS Auto Scaling group to increase the");
Console.WriteLine("
capacity to three.");
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Console.WriteLine(" 6.
Console.WriteLine("
Console.WriteLine(" 7.
Console.WriteLine("
Console.WriteLine(" 8.
Console.WriteLine(" 9.
group.");
Console.WriteLine("10.
Console.WriteLine("
Console.WriteLine("11.
Console.WriteLine("12.
Console.WriteLine("13.
Console.WriteLine("14.

Describes Auto Scaling groups again to show the");
current state of the group.");
Changes the desired capacity of the Auto Scaling");
group to use an additional instance.");
Shows that there are now instances in the group.");
Lists the scaling activities that have occurred for the

}

Displays the Amazon CloudWatch metrics that have");
been collected.");
Disables metrics collection.");
Terminates all instances in the Auto Scaling group.");
Deletes the Auto Scaling group.");
Deletes the Amazon EC2 launch template.");

void DisplayGroupDetails(List<AutoScalingGroup> groups)
{
if (groups is null)
return;

}

groups.ForEach(group =>
{
Console.WriteLine($"Group name:\t{group.AutoScalingGroupName}");
Console.WriteLine($"Group created:\t{group.CreatedTime}");
Console.WriteLine($"Maximum number of instances:\t{group.MaxSize}");
Console.WriteLine($"Desired number of instances:\t{group.DesiredCapacity}");
});

void PressEnter()
{
Console.WriteLine("Press <Enter> to continue.");
_ = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("\n\n");
}

起動テンプレートとメトリクスを管理するためにシナリオによって呼び出される関数を定義します。
これらの関数は Amazon EC2 をラップし、 CloudWatch 行動。
using Amazon.EC2;
using Amazon.EC2.Model;
/// <summary>
/// The methods in this class create and delete an Amazon Elastic Compute
/// Cloud (Amazon EC2) launch template for use by the Amazon EC2 Auto
/// Scaling scenario.
/// </summary>
public class EC2Methods
{
/// <summary>
/// Create a new Amazon EC2 launch template.
/// </summary>
/// <param name="imageId">The image Id to use for instances launched
/// using the Amazon EC2 launch template.</param>
/// <param name="instanceType">The type of EC2 instances to create.</param>
/// <param name="launchTemplateName">The name of the launch template.</param>
/// <returns>Returns the TemplaceID of the new launch template.</returns>
public static async Task<string> CreateLaunchTemplateAsync(
string imageId,
string instanceType,
string launchTemplateName)
{
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var client = new AmazonEC2Client();
var request = new CreateLaunchTemplateRequest
{
LaunchTemplateData = new RequestLaunchTemplateData
{
ImageId = imageId,
InstanceType = instanceType,
},
LaunchTemplateName = launchTemplateName,
};
var response = await client.CreateLaunchTemplateAsync(request);
}

return response.LaunchTemplate.LaunchTemplateId;

/// <summary>
/// Deletes an Amazon EC2 launch template.
/// </summary>
/// <param name="launchTemplateId">The TemplateId of the launch template to
/// delete.</param>
/// <returns>The name of the EC2 launch template that was deleted.</returns>
public static async Task<string> DeleteLaunchTemplateAsync(string
launchTemplateId)
{
var client = new AmazonEC2Client();
var request = new DeleteLaunchTemplateRequest
{
LaunchTemplateId = launchTemplateId,
};

}

param>

///
///
///
///

var response = await client.DeleteLaunchTemplateAsync(request);
return response.LaunchTemplate.LaunchTemplateName;
<summary>
Retrieves a information about an EC2 launch template.
</summary>
<param name="launchTemplateName">The name of the EC2 launch template.</

/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the operation.</returns>
public static async Task<bool> DescribeLaunchTemplateAsync(string
launchTemplateName)
{
var client = new AmazonEC2Client();
var request = new DescribeLaunchTemplatesRequest
{
LaunchTemplateNames = new List<string> { launchTemplateName, },
};
var response = await client.DescribeLaunchTemplatesAsync(request);
if (response.LaunchTemplates != null)
{
response.LaunchTemplates.ForEach(template =>
{
Console.Write($"{template.LaunchTemplateName}\t");
Console.WriteLine(template.LaunchTemplateId);
});
}

return true;
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}

}

return false;

using Amazon.CloudWatch;
using Amazon.CloudWatch.Model;
/// <summary>
/// The method of this class display the metrics collected for the Amazon
/// EC2 Auto Scaling group created by the Amazon EC2 Auto Scaling scenario.
/// </summary>
public class CloudWatchMethods
{
/// <summary>
/// Retrieves the metrics information collection for the Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A list of Metrics collected for the Auto Scaling group.</returns>
public static async Task<List<Metric>> GetCloudWatchMetricsAsync(string
groupName)
{
var client = new AmazonCloudWatchClient();
var filter = new DimensionFilter
{
Name = "AutoScalingGroupName",
Value = $"{groupName}",
};
var request = new ListMetricsRequest
{
MetricName = "AutoScalingGroupName",
Dimensions = new List<DimensionFilter> { filter },
Namespace = "AWS/AutoScaling",
};
var response = await client.ListMetricsAsync(request);
}

param>

///
///
///
///

return response.Metrics;
<summary>
Retrieves the metric data collected for an Amazon EC2 Auto Scaling group.
</summary>
<param name="groupName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling group.</

/// <returns>A list of data points.</returns>
public static async Task<List<Datapoint>> GetMetricStatisticsAsync(string
groupName)
{
var client = new AmazonCloudWatchClient();
var metricDimensions = new List<Dimension>
{
new Dimension
{
Name = "AutoScalingGroupName",
Value = $"{groupName}",
},
};
// The start time will be yesterday.
var startTime = DateTime.UtcNow.AddDays(-1);
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var request = new GetMetricStatisticsRequest
{
MetricName = "AutoScalingGroupName",
Dimensions = metricDimensions,
Namespace = "AWS/AutoScaling",
Period = 60, // 60 seconds
Statistics = new List<string>() { "Minimum" },
StartTimeUtc = startTime,
EndTimeUtc = DateTime.UtcNow,
};
var response = await client.GetMetricStatisticsAsync(request);
}

return response.Datapoints;

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の以下のトピックを参照してくだ
さい。
• CreateAutoScalingGroup
• DeleteAutoScalingGroup
• DescribeAutoScalingGroups
• DescribeAutoScalingInstances
• DescribeScalingActivities
• DisableMetricsCollection
• EnableMetricsCollection
• SetDesiredCapacity
• TerminateInstanceInAutoScalingGroup
• UpdateAutoScalingGroup

AWS Glueの使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETとAWS Glue。
アクション個人を呼ぶ方法を示すコードの抜粋AWS Glue関数。
シナリオ複数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード例AWS Glue関数。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 317)
• シナリオ (p. 326)

アクション
クローラの作成
次のコード例は、を作成する方法を示しています。AWS Glueクローラ。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Creates an AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="iam">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role
/// that is used by the crawler.</param>
/// <param name="s3Path">The path to the Amazon S3 bucket where
/// data is stored.</param>
/// <param name="cron">The name of the CRON job that runs the crawler.</param>
/// <param name="dbName">The name of the database.</param>
/// <param name="crawlerName">The name of the AWS Glue crawler.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue crawler was
/// created successfully.</returns>
public static async Task<bool> CreateGlueCrawlerAsync(
AmazonGlueClient glueClient,
string iam,
string s3Path,
string cron,
string dbName,
string crawlerName)
{
var s3Target = new S3Target
{
Path = s3Path,
};
var targetList = new List<S3Target>
{
s3Target,
};
var targets = new CrawlerTargets
{
S3Targets = targetList,
};
var crawlerRequest = new CreateCrawlerRequest
{
DatabaseName = dbName,
Name = crawlerName,
Description = "Created by the AWS Glue .NET API",
Targets = targets,
Role = iam,
Schedule = cron,
};
var response = await glueClient.CreateCrawlerAsync(crawlerRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{crawlerName} was successfully created");
return true;
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not create {crawlerName}.");
return false;
}
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}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateCrawlerにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

ジョブ定義の作成
次のコード例は、を作成する方法を示しています。AWS Glueジョブ定義
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

param>

///
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Creates an AWS Glue job.
</summary>
<param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
<param name="jobName">The name of the job to create.</param>
<param name="iam">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role
that will be used by the job.</param>
<param name="scriptLocation">The location where the script is stored.</

/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue job was
/// created successfully.</returns>
public static async Task<bool> CreateJobAsync(AmazonGlueClient glueClient,
string jobName, string iam, string scriptLocation)
{
var command = new JobCommand
{
PythonVersion = "3",
Name = "MyJob1",
ScriptLocation = scriptLocation,
};
var jobRequest = new CreateJobRequest
{
Description = "A Job created by using the AWS SDK for .NET",
GlueVersion = "2.0",
WorkerType = WorkerType.G1X,
NumberOfWorkers = 10,
Name = jobName,
Role = iam,
Command = command,
};
var response = await glueClient.CreateJobAsync(jobRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{jobName} was successfully created.");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"{jobName} could not be created.");
return false;
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• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateJobにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

クローラの削除
次のコード例は、削除する方法を示しています。AWS Glueクローラ。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Deletes the named AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="crawlerName">The name of the crawler to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue crawler was
/// deleted successfully.</returns>
public static async Task<bool> DeleteSpecificCrawlerAsync(AmazonGlueClient
glueClient, string crawlerName)
{
var deleteCrawlerRequest = new DeleteCrawlerRequest
{
Name = crawlerName,
};
var response = await glueClient.DeleteCrawlerAsync(deleteCrawlerRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{crawlerName} was deleted");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"Could not create {crawlerName}.");
return false;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteCrawlerにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Deletes an AWS Glue database.
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/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="databaseName">The name of the database to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue database was
/// deleted successfully.</returns>
public static async Task<bool> DeleteDatabaseAsync(AmazonGlueClient glueClient,
string databaseName)
{
var request = new DeleteDatabaseRequest
{
Name = databaseName,
};
var response = await glueClient.DeleteDatabaseAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{databaseName} was successfully deleted");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"{databaseName} could not be deleted.");
return false;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteDatabaseにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

ジョブ定義を削除します
次のコード例は、削除する方法を示しています。AWS Glueジョブ定義と関連するすべての実行
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Deletes the named job.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="jobName">The name of the job to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue job was
/// deleted successfully.</returns>
public static async Task<bool> DeleteJobAsync(AmazonGlueClient glueClient,
string jobName)
{
var jobRequest = new DeleteJobRequest
{
JobName = jobName,
};
var response = await glueClient.DeleteJobAsync(jobRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{jobName} was successfully deleted");
return true;
}
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}

Console.WriteLine($"{jobName} could not be deleted.");
return false;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteJobにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

クローラを取得する
次のコード例は、取得する方法を示していますAWS Glueクローラ。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Retrieves information about a specific AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="crawlerName">The name of the crawer.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether information about
/// the AWS Glue crawler was retrieved successfully.</returns>
public static async Task<bool> GetSpecificCrawlerAsync(AmazonGlueClient
glueClient, string crawlerName)
{
var crawlerRequest = new GetCrawlerRequest
{
Name = crawlerName,
};
var response = await glueClient.GetCrawlerAsync(crawlerRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
var databaseName = response.Crawler.DatabaseName;
Console.WriteLine($"{crawlerName} has the database {databaseName}");
return true;
}
found.");
}

Console.WriteLine($"No information regarding {crawlerName} could be
return false;

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetCrawlerにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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取得する方法を示しています。AWS Glue Data Catalog。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
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/// <summary>
/// Gets information about the database created for this Glue
/// example.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized Glue client.</param>
/// <param name="databaseName">The name of the AWS Glue database.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether information about
/// the AWS Glue database was retrieved successfully.</returns>
public static async Task<bool> GetSpecificDatabaseAsync(
AmazonGlueClient glueClient,
string databaseName)
{
var databasesRequest = new GetDatabaseRequest
{
Name = databaseName,
};
var response = await glueClient.GetDatabaseAsync(databasesRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"The Create Time is
{response.Database.CreateTime}");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"No informaton about {databaseName}.");
return false;

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetDatabaseにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

ジョブの実行を取得する
次のコード例は、実行する方法を示しています。AWS Glueジョブ。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Retrieves information about an AWS Glue job.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="jobName">The AWS Glue object for which to retrieve run
/// information.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether information about
/// the AWS Glue job runs was retrieved successfully.</returns>
public static async Task<bool> GetJobRunsAsync(AmazonGlueClient glueClient,
string jobName)
{
var runsRequest = new GetJobRunsRequest
{
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};

JobName = jobName,
MaxResults = 20,

var response = await glueClient.GetJobRunsAsync(runsRequest);
var jobRuns = response.JobRuns;
if (jobRuns.Count > 0)
{
foreach (JobRun jobRun in jobRuns)
{
Console.WriteLine($"Job run state is {jobRun.JobRunState}");
Console.WriteLine($"Job run Id is {jobRun.Id}");
Console.WriteLine($"The Glue version is {jobRun.GlueVersion}");
}
return true;

}
else
{

}

}

Console.WriteLine("No jobs found.");
return false;

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetJobRunsにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

データベースからテーブルを取得
次のコード例は、次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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Gets the tables used by the database for an AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="dbName">The name of the database.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether information about
/// the AWS Glue tables was retrieved successfully.</returns>
public static async Task<bool> GetGlueTablesAsync(
AmazonGlueClient glueClient,
string dbName)
{
var tableRequest = new GetTablesRequest
{
DatabaseName = dbName,
};
// Get the list of AWS Glue databases.
var response = await glueClient.GetTablesAsync(tableRequest);
var tables = response.TableList;
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if (tables.Count > 0)
{
// Displays the list of table names.
tables.ForEach(table => { Console.WriteLine($"Table name is:
{table.Name}"); });
return true;
}
else
{
Console.WriteLine("No tables found.");
return false;
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetTablesにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

クローラを起動
次のコード例は、「」を開始する方法を説明しています。AWS Glueクローラ。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Starts the named AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="crawlerName">The name of the crawler to start.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue crawler
/// was started successfully.</returns>
public static async Task<bool> StartSpecificCrawlerAsync(AmazonGlueClient
glueClient, string crawlerName)
{
var crawlerRequest = new StartCrawlerRequest
{
Name = crawlerName,
};
var response = await glueClient.StartCrawlerAsync(crawlerRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{crawlerName} was successfully started!");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"Could not start AWS Glue crawler, {crawlerName}.");
return false;

• API 詳細については、「」を参照してくださいStartCrawlerにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。
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ジョブの実行の開始
次のコード例は、「」を開始する方法を説明しています。AWS Glueジョブ実行。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Starts an AWS Glue job.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized Glue client.</param>
/// <param name="jobName">The name of the AWS Glue job to start.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue job
/// was started successfully.</returns>
public static async Task<bool> StartJobAsync(AmazonGlueClient glueClient,
string jobName)
{
var runRequest = new StartJobRunRequest
{
WorkerType = WorkerType.G1X,
NumberOfWorkers = 10,
JobName = jobName,
};
var response = await glueClient.StartJobRunAsync(runRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{jobName} successfully started. The job run id is
{response.JobRunId}.");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"Could not start {jobName}.");
return false;

• API 詳細については、「」を参照してくださいStartJobRunにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

シナリオ
クローラ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。
• Amazon 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作成および実行します。
• 内のデータベースとテーブルに関する情報を一覧表示するAWS Glue Data Catalog。
• ソースの 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。
• デモで作成されたすべてのリソースを削除します。
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詳細については、次を参照してください。チュートリアル: の開始方法AWS Glueスタジオ。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
ラップするクラスを作成しますAWS Glueシナリオで使用される関数。
namespace Glue_Basics
{
/// <summary>
/// Methods for working the AWS Glue by using the AWS SDK for .NET (v3.7).
/// </summary>
public static class GlueMethods
{
/// <summary>
/// Creates a database for use by an AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="dbName">The name of the new database.</param>
/// <param name="locationUri">The location of scripts that will be
/// used by the AWS Glue crawler.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue database
/// was created successfully.</returns>
public static async Task<bool> CreateDatabaseAsync(AmazonGlueClient glueClient,
string dbName, string locationUri)
{
try
{
var dataBaseInput = new DatabaseInput
{
Description = "Built with the AWS SDK for .NET (v3)",
Name = dbName,
LocationUri = locationUri,
};
var request = new CreateDatabaseRequest
{
DatabaseInput = dataBaseInput,
};
var response = await glueClient.CreateDatabaseAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("The database was successfully created");
return true;
}
else
{
Console.WriteLine("Could not create the database.");
return false;
}

}

}
catch (AmazonGlueException ex)
{
Console.WriteLine($"Error occurred: '{ex.Message}'");
return false;
}

/// <summary>
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/// Creates an AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="iam">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role
/// that is used by the crawler.</param>
/// <param name="s3Path">The path to the Amazon S3 bucket where
/// data is stored.</param>
/// <param name="cron">The name of the CRON job that runs the crawler.</param>
/// <param name="dbName">The name of the database.</param>
/// <param name="crawlerName">The name of the AWS Glue crawler.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue crawler was
/// created successfully.</returns>
public static async Task<bool> CreateGlueCrawlerAsync(
AmazonGlueClient glueClient,
string iam,
string s3Path,
string cron,
string dbName,
string crawlerName)
{
var s3Target = new S3Target
{
Path = s3Path,
};
var targetList = new List<S3Target>
{
s3Target,
};
var targets = new CrawlerTargets
{
S3Targets = targetList,
};
var crawlerRequest = new CreateCrawlerRequest
{
DatabaseName = dbName,
Name = crawlerName,
Description = "Created by the AWS Glue .NET API",
Targets = targets,
Role = iam,
Schedule = cron,
};

}

///
///
///
///
///
///

var response = await glueClient.CreateCrawlerAsync(crawlerRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{crawlerName} was successfully created");
return true;
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not create {crawlerName}.");
return false;
}

<summary>
Creates an AWS Glue job.
</summary>
<param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
<param name="jobName">The name of the job to create.</param>
<param name="iam">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role

328

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ

param>

/// that will be used by the job.</param>
/// <param name="scriptLocation">The location where the script is stored.</

/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue job was
/// created successfully.</returns>
public static async Task<bool> CreateJobAsync(AmazonGlueClient glueClient,
string jobName, string iam, string scriptLocation)
{
var command = new JobCommand
{
PythonVersion = "3",
Name = "MyJob1",
ScriptLocation = scriptLocation,
};
var jobRequest = new CreateJobRequest
{
Description = "A Job created by using the AWS SDK for .NET",
GlueVersion = "2.0",
WorkerType = WorkerType.G1X,
NumberOfWorkers = 10,
Name = jobName,
Role = iam,
Command = command,
};
var response = await glueClient.CreateJobAsync(jobRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{jobName} was successfully created.");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"{jobName} could not be created.");
return false;

/// <summary>
/// Deletes the named AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="crawlerName">The name of the crawler to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue crawler was
/// deleted successfully.</returns>
public static async Task<bool> DeleteSpecificCrawlerAsync(AmazonGlueClient
glueClient, string crawlerName)
{
var deleteCrawlerRequest = new DeleteCrawlerRequest
{
Name = crawlerName,
};
var response = await glueClient.DeleteCrawlerAsync(deleteCrawlerRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{crawlerName} was deleted");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"Could not create {crawlerName}.");
return false;
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/// <summary>
/// Deletes an AWS Glue database.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="databaseName">The name of the database to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue database was
/// deleted successfully.</returns>
public static async Task<bool> DeleteDatabaseAsync(AmazonGlueClient glueClient,
string databaseName)
{
var request = new DeleteDatabaseRequest
{
Name = databaseName,
};
var response = await glueClient.DeleteDatabaseAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{databaseName} was successfully deleted");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"{databaseName} could not be deleted.");
return false;

/// <summary>
/// Deletes the named job.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="jobName">The name of the job to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue job was
/// deleted successfully.</returns>
public static async Task<bool> DeleteJobAsync(AmazonGlueClient glueClient,
string jobName)
{
var jobRequest = new DeleteJobRequest
{
JobName = jobName,
};
var response = await glueClient.DeleteJobAsync(jobRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{jobName} was successfully deleted");
return true;
}

}

///
///
///
///
///

Console.WriteLine($"{jobName} could not be deleted.");
return false;

<summary>
Gets a list of AWS Glue jobs.
</summary>
<param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
<returns>A Boolean value indicating whether information about the
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/// AWS Glue jobs was retrieved successfully.</returns>
/// <returns>A Boolean value indicating whether information about
/// all AWS Glue jobs was retrieved.</returns>
public static async Task<bool> GetAllJobsAsync(AmazonGlueClient glueClient)
{
var jobsRequest = new GetJobsRequest
{
MaxResults = 10,
};
var response = await glueClient.GetJobsAsync(jobsRequest);
var jobs = response.Jobs;
if (jobs.Count > 0)
{
jobs.ForEach(job => { Console.WriteLine($"The job name is:
{job.Name}"); });
return true;
}
else
{
Console.WriteLine("Didn't find any jobs.");
return false;
}
}

/// <summary>
/// Gets the tables used by the database for an AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="dbName">The name of the database.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether information about
/// the AWS Glue tables was retrieved successfully.</returns>
public static async Task<bool> GetGlueTablesAsync(
AmazonGlueClient glueClient,
string dbName)
{
var tableRequest = new GetTablesRequest
{
DatabaseName = dbName,
};
// Get the list of AWS Glue databases.
var response = await glueClient.GetTablesAsync(tableRequest);
var tables = response.TableList;
if (tables.Count > 0)
{
// Displays the list of table names.
tables.ForEach(table => { Console.WriteLine($"Table name is:
{table.Name}"); });
return true;
}
else
{
Console.WriteLine("No tables found.");
return false;
}
}

/// <summary>
/// Retrieves information about an AWS Glue job.
/// </summary>
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/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="jobName">The AWS Glue object for which to retrieve run
/// information.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether information about
/// the AWS Glue job runs was retrieved successfully.</returns>
public static async Task<bool> GetJobRunsAsync(AmazonGlueClient glueClient,
string jobName)
{
var runsRequest = new GetJobRunsRequest
{
JobName = jobName,
MaxResults = 20,
};
var response = await glueClient.GetJobRunsAsync(runsRequest);
var jobRuns = response.JobRuns;
if (jobRuns.Count > 0)
{
foreach (JobRun jobRun in jobRuns)
{
Console.WriteLine($"Job run state is {jobRun.JobRunState}");
Console.WriteLine($"Job run Id is {jobRun.Id}");
Console.WriteLine($"The Glue version is {jobRun.GlueVersion}");
}
return true;

}
else
{

}

}

Console.WriteLine("No jobs found.");
return false;

/// <summary>
/// Retrieves information about a specific AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="crawlerName">The name of the crawer.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether information about
/// the AWS Glue crawler was retrieved successfully.</returns>
public static async Task<bool> GetSpecificCrawlerAsync(AmazonGlueClient
glueClient, string crawlerName)
{
var crawlerRequest = new GetCrawlerRequest
{
Name = crawlerName,
};
var response = await glueClient.GetCrawlerAsync(crawlerRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
var databaseName = response.Crawler.DatabaseName;
Console.WriteLine($"{crawlerName} has the database {databaseName}");
return true;
}
found.");
}

Console.WriteLine($"No information regarding {crawlerName} could be
return false;
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/// <summary>
/// Gets information about the database created for this Glue
/// example.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized Glue client.</param>
/// <param name="databaseName">The name of the AWS Glue database.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether information about
/// the AWS Glue database was retrieved successfully.</returns>
public static async Task<bool> GetSpecificDatabaseAsync(
AmazonGlueClient glueClient,
string databaseName)
{
var databasesRequest = new GetDatabaseRequest
{
Name = databaseName,
};
var response = await glueClient.GetDatabaseAsync(databasesRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"The Create Time is
{response.Database.CreateTime}");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"No informaton about {databaseName}.");
return false;

/// <summary>
/// Starts an AWS Glue job.
/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized Glue client.</param>
/// <param name="jobName">The name of the AWS Glue job to start.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue job
/// was started successfully.</returns>
public static async Task<bool> StartJobAsync(AmazonGlueClient glueClient,
string jobName)
{
var runRequest = new StartJobRunRequest
{
WorkerType = WorkerType.G1X,
NumberOfWorkers = 10,
JobName = jobName,
};
var response = await glueClient.StartJobRunAsync(runRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{jobName} successfully started. The job run id is
{response.JobRunId}.");
return true;
}

}

Console.WriteLine($"Could not start {jobName}.");
return false;

/// <summary>
/// Starts the named AWS Glue crawler.
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/// </summary>
/// <param name="glueClient">The initialized AWS Glue client.</param>
/// <param name="crawlerName">The name of the crawler to start.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the AWS Glue crawler
/// was started successfully.</returns>
public static async Task<bool> StartSpecificCrawlerAsync(AmazonGlueClient
glueClient, string crawlerName)
{
var crawlerRequest = new StartCrawlerRequest
{
Name = crawlerName,
};
var response = await glueClient.StartCrawlerAsync(crawlerRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{crawlerName} was successfully started!");
return true;
}

}
}

Console.WriteLine($"Could not start AWS Glue crawler, {crawlerName}.");
return false;

}

シナリオを実行するクラスを作成します。
global using Amazon.Glue;
global using Amazon.Glue.Model;
global using Glue_Basics;
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

This example uses .NET Core 6 and the AWS SDK for .NET (v3.7)
Before running the code, set up your development environment,
including your credentials. For more information, see the
following topic:
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-net/v3/developer-guide/net-dg-config.html
To set up the resources you need, see the following topic:
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/ug/tutorial-add-crawler.html
This example performs the following tasks:
1. CreateDatabase
2. CreateCrawler
3. GetCrawler
4. StartCrawler
5. GetDatabase
6. GetTables
7. CreateJob
8. StartJobRun
9. ListJobs
10. GetJobRuns
11. DeleteJob
12. DeleteDatabase
13. DeleteCrawler

// Initialize the values that we need for the scenario.
// The Amazon Resource Name (ARN) of the service role used by the crawler.
var iam = "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSGlueServiceRole-CrawlerTutorial";
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// The path to the Amazon S3 bucket where the comma-delimited file is stored.
var s3Path = "s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv";
var cron = "cron(15 12 * * ? *)";
// The name of the database used by the crawler.
var dbName = "example-flights-db";
var
var
var
var

crawlerName = "Flight Data Crawler";
jobName = "glue-job34";
scriptLocation = "s3://aws-glue-scripts-012345678901-us-west-1/GlueDemoUser";
locationUri = "s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/";

var glueClient = new AmazonGlueClient();
await GlueMethods.DeleteDatabaseAsync(glueClient, dbName);
Console.WriteLine("Creating the database and crawler for the AWS Glue example.");
var success = await GlueMethods.CreateDatabaseAsync(glueClient, dbName, locationUri);
success = await GlueMethods.CreateGlueCrawlerAsync(glueClient, iam, s3Path, cron,
dbName, crawlerName);
// Get information about the AWS Glue crawler.
Console.WriteLine("Showing information about the newly created AWS Glue crawler.");
success = await GlueMethods.GetSpecificCrawlerAsync(glueClient, crawlerName);
Console.WriteLine("Starting the new AWS Glue crawler.");
success = await GlueMethods.StartSpecificCrawlerAsync(glueClient, crawlerName);
Console.WriteLine("Displaying information about the database used by the crawler.");
success = await GlueMethods.GetSpecificDatabaseAsync(glueClient, dbName);
success = await GlueMethods.GetGlueTablesAsync(glueClient, dbName);
Console.WriteLine("Creating a new AWS Glue job.");
success = await GlueMethods.CreateJobAsync(glueClient, jobName, iam, scriptLocation);
Console.WriteLine("Starting the new AWS Glue job.");
success = await GlueMethods.StartJobAsync(glueClient, jobName);
Console.WriteLine("Getting information about the AWS Glue job.");
success = await GlueMethods.GetAllJobsAsync(glueClient);
success = await GlueMethods.GetJobRunsAsync(glueClient, jobName);
Console.WriteLine("Deleting the AWS Glue job used by the exmple.");
success = await GlueMethods.DeleteJobAsync(glueClient, jobName);
Console.WriteLine("\n*** Waiting 5 MIN for the " + crawlerName + " to stop. ***");
System.Threading.Thread.Sleep(300000);
Console.WriteLine("Clean up the resources created for the example.");
success = await GlueMethods.DeleteDatabaseAsync(glueClient, dbName);
success = await GlueMethods.DeleteSpecificCrawlerAsync(glueClient, crawlerName);
Console.WriteLine("Successfully completed the AWS Glue Scenario ");

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET 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
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• DeleteTable
•
•
•
•
•

GetCrawler
GetDatabase
GetJobRun
GetJobRuns
GetTables

• ListJobs
• StartCrawler
• StartJobRun

IAM の使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETの IAM。
アクション個々の IAM 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
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を示します。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 336)
• シナリオ (p. 350)

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

param>

///
///
///
///
///
///

<summary>
Attach the policy to the role so that the user can assume it.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="policyArn">The ARN of the policy to attach.</param>
<param name="roleName">The name of the role to attach the policy to.</

public static async Task AttachRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyArn,
string roleName)
{
var request = new AttachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
};
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var response = await client.AttachRolePolicyAsync(request);

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Successfully attached the policy to the role.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not attach the policy.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいAttachRolePolicyにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Create a policy to allow a user to list the buckets in an account.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="policyName">The name of the poicy to create.</param>
/// <param name="policyDocument">The permissions policy document.</param>
/// <returns>The newly created ManagedPolicy object.</returns>
public static async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyName,
string policyDocument)
{
var request = new CreatePolicyRequest
{
PolicyName = policyName,
PolicyDocument = policyDocument,
};
var response = await client.CreatePolicyAsync(request);
}

return response.Policy;

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreatePolicyにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

param>

///
///
///
///
///
///

<summary>
Create a new IAM role which we can attach to a user.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param>
<param name="rolePermissions">The permissions which the role will have.</

/// <returns>A Role object representing the newly created role.</returns>
public static async Task<Role> CreateRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string roleName,
string rolePermissions)
{
var request = new CreateRoleRequest
{
RoleName = roleName,
AssumeRolePolicyDocument = rolePermissions,
};
var response = await client.CreateRoleAsync(request);
}

return response.Role;

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateRoleにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Create a new IAM user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">A string representing the user name of the
/// new user.</param>
/// <returns>The newly created user.</returns>
public static async Task<User> CreateUserAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateUserRequest
{
UserName = userName,
};
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var response = await client.CreateUserAsync(request);
}

return response.User;

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateUserにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

param>

///
///
///
///
///

<summary>
Create a new AccessKey for the user.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="userName">The name of the user for whom to create the key.</

/// <returns>A new IAM access key for the user.</returns>
public static async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateAccessKeyRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateAccessKeyAsync(request);
if (response.AccessKey is not null)
{
Console.WriteLine($"Successfully created Access Key for {userName}.");
}
}

return response.AccessKey;

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateAccessKeyにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

ロールポリシーを削除
次のコード例は、IAM ロールポリシーを削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
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using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;

public class DeleteRolePolicy
{
/// <summary>
/// Initializes the IAM client object and then calls DeleteRolePolicyAsync
/// to delete the Policy attached to the Role.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.DeleteRolePolicyAsync(new
DeleteRolePolicyRequest
{
PolicyName = "ExamplePolicy",
RoleName = "Test-Role",
});

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Policy successfully deleted.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not delete pollicy.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteRolePolicyにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

ユーザーの削除
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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
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{

string policyArn,
string roleName)

var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteUserにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
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{

string userName,
string policyArn,
string roleName)

var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteAccessKeyにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</param>
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public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDetachRolePolicyにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new GetPolicyRequest
{
PolicyArn = "POLICY_ARN",
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};
var response = await client.GetPolicyAsync(request);
Console.Write($"{response.Policy.PolicyName} was created on ");
Console.WriteLine($"{response.Policy.CreateDate}");

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetPolicyにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

ロールの取得
次のコード例は、IAM ロールを取得する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.GetRoleAsync(new GetRoleRequest
{
RoleName = "LambdaS3Role",
});
if (response.Role is not null)
{
Console.WriteLine($"{response.Role.RoleName} with ARN: {response.Role.Arn}");
Console.WriteLine($"{response.Role.Description}");
Console.WriteLine($"Created: {response.Role.CreateDate} Last used on:
{ response.Role.RoleLastUsed}");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetRoleにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
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try
{

var request = new GetAccountPasswordPolicyRequest();
var response = await client.GetAccountPasswordPolicyAsync(request);

Console.WriteLine($"{response.PasswordPolicy}");
}
catch (NoSuchEntityException ex)
{
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetAccountPasswordPolicyにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.ListSAMLProvidersAsync(new ListSAMLProvidersRequest());
response.SAMLProviderList.ForEach(samlProvider =>
{
Console.WriteLine($"{samlProvider.Arn} created on: {samlProvider.CreateDate}");
});

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ListSAMLProviders」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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
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var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListGroupsRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = await client.ListGroupsAsync(request);
do
{

response.Groups.ForEach(group =>
{
Console.WriteLine($"{group.GroupName} created on: {group.CreateDate}");
});

if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListGroupsAsync(request);
}
} while (response.IsTruncated);

• API 詳細については、「」を参照してくださいListGroupsにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
using System;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListRolePoliciesRequest
{
RoleName = "LambdaS3Role",
};
var response = new ListRolePoliciesResponse();
do
{

response = await client.ListRolePoliciesAsync(request);
if (response.PolicyNames.Count > 0)
{
response.PolicyNames.ForEach(policyName =>
{
Console.WriteLine($"{policyName}");
});
}
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// As long as response.IsTruncated is true, set request.Marker equal
// to response.Marker and call ListRolesAsync again.
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);

• API 詳細については、「」を参照してくださいListRolePoliciesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

ポリシーの一覧表示
次のコード例は、IAM ポリシーの一覧表示の方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
using System;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListPoliciesRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = new ListPoliciesResponse();
do
{

response = await client.ListPoliciesAsync(request);
response.Policies.ForEach(policy =>
{
Console.Write($"{policy.PolicyName} ");
Console.Write($"with ID: {policy.PolicyId} ");
Console.Write($"and ARN: {policy.Arn}. ");
Console.WriteLine($"It was created on {policy.CreateDate}.");
});

if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);

• API 詳細については、「」を参照してくださいListPoliciesにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListAttachedRolePoliciesRequest
{
MaxItems = 10,
RoleName = "testAssumeRole",
};
var response = await client.ListAttachedRolePoliciesAsync(request);
do
{

response.AttachedPolicies.ForEach(policy =>
{
Console.WriteLine($"{policy.PolicyName} with ARN: {policy.PolicyArn}");
});
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListAttachedRolePoliciesAsync(request);
}

} while (response.IsTruncated);

• API 詳細については、「」を参照してくださいListAttachedRolePoliciesにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
//
//
//
//

Without the MaxItems value, the ListRolesAsync method will
return information for up to 100 roles. If there are more
than the MaxItems value or more than 100 roles, the response
value IsTruncated will be true.

348

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ
var request = new ListRolesRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = new ListRolesResponse();
do
{

response = await client.ListRolesAsync(request);
response.Roles.ForEach(role =>
{
Console.WriteLine($"{role.RoleName} - ARN {role.Arn}");
});

// As long as response.IsTruncated is true, set request.Marker equal
// to response.Marker and call ListRolesAsync again.
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);

• API 詳細については、「」を参照してくださいListRolesにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListUsersRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = await client.ListUsersAsync(request);
do
{

response.Users.ForEach(user =>
{
Console.WriteLine($"{user.UserName} created on {user.CreateDate}.");
Console.WriteLine($"ARN: {user.Arn}\n");
});

request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListUsersAsync(request);
} while (response.IsTruncated);
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• API 詳細については、「」を参照してくださいListUsersにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
• ポリシー、ロール、ユーザーを削除します。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;
Amazon.S3;
Amazon.SecurityToken;
Amazon.SecurityToken.Model;

public class IAM_Basics
{
// Values needed for
private const string
private const string
private const string
private const string

user, role, and policies.
UserName = "example-user";
S3PolicyName = "s3-list-buckets-policy";
RoleName = "temporary-role";
AssumePolicyName = "sts-trust-user";

private static readonly RegionEndpoint Region = RegionEndpoint.USEast2;
public static async Task Main()
{
DisplayInstructions();
// Create the IAM client object.
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient(Region);
// First create a user. By default, the new user has
// no permissions.
Console.WriteLine($"Creating a new user with user name: {UserName}.");
var user = await CreateUserAsync(client, UserName);
var userArn = user.Arn;
Console.WriteLine($"Successfully created user: {UserName} with ARN:
{userArn}.");
// Create an AccessKey for the user.
var accessKey = await CreateAccessKeyAsync(client, UserName);
var accessKeyId = accessKey.AccessKeyId;
var secretAccessKey = accessKey.SecretAccessKey;
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// Try listing the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
// buckets. This should fail at this point because the user doesn't
// have permissions to perform this task.
var s3Client1 = new AmazonS3Client(accessKeyId, secretAccessKey);
await ListMyBucketsAsync(s3Client1);
// Define a role policy document that allows the new user
// to assume the role.
// string assumeRolePolicyDocument = File.ReadAllText("assumePolicy.json");
string assumeRolePolicyDocument = "{" +
"\"Version\": \"2012-10-17\"," +
"\"Statement\": [{" +
"\"Effect\": \"Allow\"," +
"\"Principal\": {" +
$" \"AWS\": \"{userArn}\"" +
"}," +
"\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
"}]" +
"}";
// Permissions to list all buckets.
string policyDocument = "{" +
"\"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\" : [{" +
" \"Action\" : [\"s3:ListAllMyBuckets\"]," +
" \"Effect\" : \"Allow\"," +
" \"Resource\" : \"*\"" +
"}]" +
"}";
// Create the role to allow listing the S3 buckets. Role names are
// not case sensitive and must be unique to the account for which it
// is created.
var role = await CreateRoleAsync(client, RoleName,
assumeRolePolicyDocument);
var roleArn = role.Arn;
// Create a policy with permissions to list S3 buckets
var policy = await CreatePolicyAsync(client, S3PolicyName, policyDocument);
// Wait 15 seconds for the policy to be created.
WaitABit(15, "Waiting for the policy to be available.");
// Attach the policy to the role you created earlier.
await AttachRoleAsync(client, policy.Arn, RoleName);
// Wait 15 seconds for the role to be updated.
Console.WriteLine();
WaitABit(15, "Waiting to time for the policy to be attached.");
// Use the AWS Security Token Service (AWS STS) to have the user
// assume the role we created.
var stsClient = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);
// Wait for the new credentials to become valid.
WaitABit(10, "Waiting for the credentials to be valid.");
var assumedRoleCredentials = await AssumeS3RoleAsync(stsClient, "temporarysession", roleArn);
// Try again to list the buckets using the client created with
// the new user's credentials. This time, it should work.
var s3Client2 = new AmazonS3Client(assumedRoleCredentials);
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await ListMyBucketsAsync(s3Client2);

RoleName);
}

// Now clean up all the resources used in the example.
await DeleteResourcesAsync(client, accessKeyId, UserName, policy.Arn,
Console.WriteLine("IAM Demo completed.");

/// <summary>
/// Create a new IAM user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">A string representing the user name of the
/// new user.</param>
/// <returns>The newly created user.</returns>
public static async Task<User> CreateUserAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateUserRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateUserAsync(request);
}

param>

///
///
///
///
///

return response.User;

<summary>
Create a new AccessKey for the user.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="userName">The name of the user for whom to create the key.</

/// <returns>A new IAM access key for the user.</returns>
public static async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateAccessKeyRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateAccessKeyAsync(request);
if (response.AccessKey is not null)
{
Console.WriteLine($"Successfully created Access Key for {userName}.");
}
}

///
///
///
///
///

return response.AccessKey;

<summary>
Create a policy to allow a user to list the buckets in an account.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="policyName">The name of the poicy to create.</param>
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/// <param name="policyDocument">The permissions policy document.</param>
/// <returns>The newly created ManagedPolicy object.</returns>
public static async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyName,
string policyDocument)
{
var request = new CreatePolicyRequest
{
PolicyName = policyName,
PolicyDocument = policyDocument,
};
var response = await client.CreatePolicyAsync(request);
}

param>

///
///
///
///
///
///

return response.Policy;

<summary>
Attach the policy to the role so that the user can assume it.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="policyArn">The ARN of the policy to attach.</param>
<param name="roleName">The name of the role to attach the policy to.</

public static async Task AttachRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyArn,
string roleName)
{
var request = new AttachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
};
var response = await client.AttachRolePolicyAsync(request);

}

param>

///
///
///
///
///
///

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Successfully attached the policy to the role.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not attach the policy.");
}

<summary>
Create a new IAM role which we can attach to a user.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param>
<param name="rolePermissions">The permissions which the role will have.</

/// <returns>A Role object representing the newly created role.</returns>
public static async Task<Role> CreateRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string roleName,
string rolePermissions)
{
var request = new CreateRoleRequest
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{
};

RoleName = roleName,
AssumeRolePolicyDocument = rolePermissions,

var response = await client.CreateRoleAsync(request);
}

return response.Role;

/// <summary>
/// List the Amazon S3 buckets owned by the user.
/// </summary>
/// <param name="accessKeyId">The access key Id for the user.</param>
/// <param name="secretAccessKey">The Secret access key for the user.</param>
public static async Task ListMyBucketsAsync(AmazonS3Client client)
{
Console.WriteLine("\nPress <Enter> to list the S3 buckets using the new
user.\n");
Console.ReadLine();
try
{

// Get the list of buckets accessible by the new user.
var response = await client.ListBucketsAsync();

// Loop through the list and print each bucket's name
// and creation date.
Console.WriteLine(new string('-', 80));
Console.WriteLine("Listing S3 buckets:\n");
response.Buckets
.ForEach(b => Console.WriteLine($"Bucket name: {b.BucketName},
created on: {b.CreationDate}"));
}
catch (AmazonS3Exception ex)
{
// Something else went wrong. Display the error message.
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

}

Console.WriteLine("Press <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();

/// <summary>
/// Have the user assume the role that allows the role to be used to
/// list all S3 buckets.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized AWS STS client object.</param>
/// <param name="roleSession">The name of the session where the role
/// assumption will be active.</param>
/// <param name="roleToAssume">The Amazon Resource Name (ARN) of the
/// role to assume.</param>
/// <returns>The AssumedRoleUser object needed to perform the list
/// buckets procedure.</returns>
public static async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(
AmazonSecurityTokenServiceClient client,
string roleSession,
string roleToAssume)
{
// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var request = new AssumeRoleRequest()
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{
};

RoleSessionName = roleSession,
RoleArn = roleToAssume,

var response = await client.AssumeRoleAsync(request);
}

return response.Credentials;

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}
///
///
///
///

<summary>
Display a countdown and wait for a number of seconds.
</summary>
<param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param>
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public static void WaitABit(int numSeconds, string msg)
{
Console.WriteLine(msg);
// Wait for the requested number of seconds.
for (int i = numSeconds; i > 0; i--)
{
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
Console.Write($"{i}...");
}

}

Console.WriteLine("\n\nPress <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();

/// <summary>
/// Shows the a description of the features of the program.
/// </summary>
public static void DisplayInstructions()
{
var separator = new string('-', 80);
Console.WriteLine(separator);
Console.WriteLine("IAM Basics");
Console.WriteLine("This application uses the basic features of the AWS
Identity and Access");
Console.WriteLine("Management (IAM) creating, managing, and controlling
access to resources for");
Console.WriteLine("users. The application was created using the AWS SDK
for .NET version 3.7 and");
Console.WriteLine(".NET Core 5. The application performs the following
actions:");
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("1. Creates a user with no permissions");
Console.WriteLine("2. Creates a rolw and policy that grants
s3:ListAllMyBuckets permission");
Console.WriteLine("3. Grants the user permission to assume the role");
Console.WriteLine("4. Creates an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
client and tries");
Console.WriteLine("
to list buckets. (This should fail.)");
Console.WriteLine("5. Gets temporary credentials by assuming the role.");
Console.WriteLine("6. Creates an Amazon S3 client object with the temporary
credentials and");
Console.WriteLine("
lists the buckets. (This time it should work.)");
Console.WriteLine("7. Deletes all of the resources created.");
Console.WriteLine(separator);
Console.WriteLine("Press <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();
}
}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET 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
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• DeleteRole
•
•
•
•

DeleteUser
DeleteUserPolicy
DetachRolePolicy
PutUserPolicy

AWS KMSの使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETとAWS KMS。
アクション個人を呼ぶ方法を示すコードの抜粋AWS KMS関数。
シナリオ複数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード例AWS KMS関数。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 357)

アクション
キーに対する許可を作成する
次のコード例は、KMS キーの権限を作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
この例では、暗号化と復号化のためのキーを使用する権限をユーザーに付与します。
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonKeyManagementServiceClient();
// The identity that is given permission to perform the operations
// specified in the grant.
var grantee = "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole";
// The identifier of the AWS KMS key to which the grant applies. You
// can use the key ID or the Amazon Resource Name (ARN) of the KMS key.
var keyId = "7c9eccc2-38cb-4c4f-9db3-766ee8dd3ad4";
var request = new CreateGrantRequest
{
GranteePrincipal = grantee,
KeyId = keyId,

};

// A list of operations that the grant allows.
Operations = new List<string>
{
"Encrypt",
"Decrypt",
},
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var response = await client.CreateGrantAsync(request);
string grantId = response.GrantId; // The unique identifier of the grant.
string grantToken = response.GrantToken; // The grant token.

}

Console.WriteLine($"Id: {grantId}, Token: {grantToken}");

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateGrantにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

キーを作成する
次のコード例は、を作成する方法を示しています。AWS KMS key。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.KeyManagementService;
Amazon.KeyManagementService.Model;

public class CreateKey
{
public static async Task Main()
{
// Note that if you need to create a Key in an AWS Region
// other than the Region defined for the default user, you need to
// pass the Region to the client constructor.
var client = new AmazonKeyManagementServiceClient();

choose.html

//
//
//
//
//

The call to CreateKeyAsync will create a symmetrical AWS KMS
key. For more information about symmetrical and asymmetrical
keys, see:
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/symm-asymm-

var response = await client.CreateKeyAsync(new CreateKeyRequest());
// The KeyMetadata object contains information about the new AWS KMS key.
KeyMetadata keyMetadata = response.KeyMetadata;
if (keyMetadata is not null)
{
Console.WriteLine($"KMS Key: {keyMetadata.KeyId} was successfully

created.");

}
else
{

}

}

Console.WriteLine("Could not create KMS Key.");

}
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• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateKeyにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

キーのエイリアスの作成
次のコード例は、KMS キー用のエイリアスを作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.KeyManagementService;
Amazon.KeyManagementService.Model;

public class CreateAlias
{
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonKeyManagementServiceClient();
// The alias name must start with alias/ and can be
// up to 256 alphanumeric characters long.
var aliasName = "alias/ExampleAlias";
// The value supplied as the TargetKeyId can be either
// the key ID or key Amazon Resource Name (ARN) of the
// AWS KMS key.
var keyId = "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
var request = new CreateAliasRequest
{
AliasName = aliasName,
TargetKeyId = keyId,
};
var response = await client.CreateAliasAsync(request);

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Alias, {aliasName}, successfully created.");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not create alias.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateAliasにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

キーの説明を取得する
次のコード例は、KMS キーを記述する方法を説明するコード例です。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.KeyManagementService;
Amazon.KeyManagementService.Model;

public class DescribeKey
{
public static async Task Main()
{
var keyId = "7c9eccc2-38cb-4c4f-9db3-766ee8dd3ad4";
var request = new DescribeKeyRequest
{
KeyId = keyId,
};
var client = new AmazonKeyManagementServiceClient();
var response = await client.DescribeKeyAsync(request);
var metadata = response.KeyMetadata;

}

}

Console.WriteLine($"{metadata.KeyId} created on: {metadata.CreationDate}");
Console.WriteLine($"State: {metadata.KeyState}");
Console.WriteLine($"{metadata.Description}");

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeKeyにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

キーを無効に
次のコード例は、KMS キーを無効にする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.KeyManagementService;
Amazon.KeyManagementService.Model;

public class DisableKey
{
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonKeyManagementServiceClient();
// The identifier of the AWS KMS key to disable. You can use the
// key Id or the Amazon Resource Name (ARN) of the AWS KMS key.
var keyId = "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
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var request = new DisableKeyRequest
{
KeyId = keyId,
};
var response = await client.DisableKeyAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
// Retrieve information about the key to show that it has now
// been disabled.
var describeResponse = await client.DescribeKeyAsync(new
DescribeKeyRequest
{
KeyId = keyId,
});
Console.WriteLine($"{describeResponse.KeyMetadata.KeyId} - state:
{describeResponse.KeyMetadata.KeyState}");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDisableKeyにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

キーを有効にする
次のコード例は、KMS キーを有効にする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.KeyManagementService;
Amazon.KeyManagementService.Model;

public class EnableKey
{
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonKeyManagementServiceClient();
// The identifier of the AWS KMS key to enable. You can use the
// key Id or the Amazon Resource Name (ARN) of the AWS KMS key.
var keyId = "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
var request = new EnableKeyRequest
{
KeyId = keyId,
};
var response = await client.EnableKeyAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
// Retrieve information about the key to show that it has now
// been enabled.
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var describeResponse = await client.DescribeKeyAsync(new
DescribeKeyRequest
{
KeyId = keyId,
});
Console.WriteLine($"{describeResponse.KeyMetadata.KeyId} - state:
{describeResponse.KeyMetadata.KeyState}");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいEnableKeyにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

キーのエイリアスを一覧表示
次のコード例は、KMS キーのエイリアスを一覧表示する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.KeyManagementService;
Amazon.KeyManagementService.Model;

public class ListAliases
{
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonKeyManagementServiceClient();
var request = new ListAliasesRequest();
var response = new ListAliasesResponse();
do
{

response = await client.ListAliasesAsync(request);

response.Aliases.ForEach(alias =>
{
Console.WriteLine($"Created: {alias.CreationDate} Last Update:
{alias.LastUpdatedDate} Name: {alias.AliasName}");
});

}

}

request.Marker = response.NextMarker;
}
while (response.Truncated);

• API 詳細については、「」を参照してくださいListAliasesにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

鍵の権限を一覧表示する
次のコード例は、KMS キーに対する権限を一覧表示する方法を示しています。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.KeyManagementService;
Amazon.KeyManagementService.Model;

public class ListGrants
{
public static async Task Main()
{
// The identifier of the AWS KMS key to disable. You can use the
// key Id or the Amazon Resource Name (ARN) of the AWS KMS key.
var keyId = "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
var client = new AmazonKeyManagementServiceClient();
var request = new ListGrantsRequest
{
KeyId = keyId,
};
var response = new ListGrantsResponse();
do
{

response = await client.ListGrantsAsync(request);
response.Grants.ForEach(grant =>
{
Console.WriteLine($"{grant.GrantId}");
});

}

}

request.Marker = response.NextMarker;
}
while (response.Truncated);

• API 詳細については、「」を参照してくださいListGrantsにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

キーのリスト表示
次のコード例は、KMS キーを一覧表示する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.KeyManagementService;
Amazon.KeyManagementService.Model;

public class ListKeys
{
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public static async Task Main()
{
var client = new AmazonKeyManagementServiceClient();
var request = new ListKeysRequest();
var response = new ListKeysResponse();
do
{

response = await client.ListKeysAsync(request);
response.Keys.ForEach(key =>
{
Console.WriteLine($"ID: {key.KeyId}, {key.KeyArn}");
});
// Set the Marker property when response.Truncated is true
// in order to get the next keys.
request.Marker = response.NextMarker;

}

}
while (response.Truncated);

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListKeysにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

Kinesis での例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETKinesis.
アクション個々の Kinesis 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の Kinesis 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 364)

アクション
タグを追加する
次のコード例は、Kinesis ストリームにタグを追加する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Kinesis;
Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
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/// This example shows how to apply key/value pairs to an Amazon Kinesis
/// stream. The example was created using the AWS SDK for .NET version 3.7
/// and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class TagStream
{
public static async Task Main()
{
IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
string streamName = "AmazonKinesisStream";
var tags = new Dictionary<string, string>
{
{ "Project", "Sample Kinesis Project" },
{ "Application", "Sample Kinesis App" },
};
var success = await ApplyTagsToStreamAsync(client, streamName, tags);

}

if (success)
{
Console.WriteLine($"Taggs successfully added to {streamName}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Tags were not added to the stream.");
}

/// <summary>
/// Applies the set of tags to the named Kinesis stream.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Kinesis client.</param>
/// <param name="streamName">The name of the Kinesis stream to which
/// the tags will be attached.</param>
/// <param name="tags">A sictionary containing key/value pairs which
/// will be used to create the Kinesis tags.</param>
/// <returns>A Boolean value which represents the success or failure
/// of AddTagsToStreamAsync.</returns>
public static async Task<bool> ApplyTagsToStreamAsync(
IAmazonKinesis client,
string streamName,
Dictionary<string, string> tags)
{
var request = new AddTagsToStreamRequest
{
StreamName = streamName,
Tags = tags,
};
var response = await client.AddTagsToStreamAsync(request);

}

}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいAddTagsToStreamにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

ストリームを作成する
次のコード例は、Kinesis ストリームを作成する方法を示しています。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Kinesis;
Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to create a new Amazon Kinesis stream. The
/// example was created using AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateStream
{
public static async Task Main()
{
IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
string streamName = "AmazonKinesisStream";
int shardCount = 1;

}
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///

returns>

var success = await CreateNewStreamAsync(client, streamName, shardCount);
if (success)
{
Console.WriteLine($"The stream, {streamName} successfully created.");
}
<summary>
Creates a new Kinesis stream.
</summary>
<param name="client">An initialized Kinesis client.</param>
<param name="streamName">The name for the new stream.</param>
<param name="shardCount">The number of shards the new stream will
use. The throughput of the stream is a function of the number of
shards; more shards are required for greater provisioned
throughput.</param>
<returns>A Boolean value indicating whether the stream was created.</

public static async Task<bool> CreateNewStreamAsync(IAmazonKinesis client,
string streamName, int shardCount)
{
var request = new CreateStreamRequest
{
StreamName = streamName,
ShardCount = shardCount,
};
var response = await client.CreateStreamAsync(request);

}

}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateStreamにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。
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ストリーミングを削除
次のコード例は、Kinesis ストリームを削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Kinesis;
Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an Amazon Kinesis stream. The example was created
/// using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeleteStream
{
public static async Task Main()
{
IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
string streamName = "AmazonKinesisStream";
var success = await DeleteStreamAsync(client, streamName);

}
///
///
///
///
///
///

returns>

if (success)
{
Console.WriteLine($"Stream, {streamName} successfully deleted.");
}
else
{
Console.WriteLine("Stream not deleted.");
}
<summary>
Deletes a Kinesis stream.
</summary>
<param name="client">An initialized Kinesis client object.</param>
<param name="streamName">The name of the string to delete.</param>
<returns>A Boolean value representing the success of the operation.</

public static async Task<bool> DeleteStreamAsync(IAmazonKinesis client, string
streamName)
{
// If EnforceConsumerDeletion is true, any consumers
// of this stream will also be deleted. If it is set
// to false and this stream has any consumers, the
// call will fail with a ResourceInUseException.
var request = new DeleteStreamRequest
{
StreamName = streamName,
EnforceConsumerDeletion = true,
};
var response = await client.DeleteStreamAsync(request);

}

}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
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• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteStreamにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

コンシューマーの登録解除
以下のコード例は、Kinesis ストリームからコンシューマーを登録解除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Kinesis;
Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// Shows how to deregister a consumer from an Amazon Kinesis stream. The
/// example was written using the AWS SDK for .NET 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeregisterConsumer
{
public static async Task Main(string[] args)
{
IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
string streamARN = "arn:aws:kinesis:us-west-2:000000000000:stream/
AmazonKinesisStream";
string consumerName = "CONSUMER_NAME";
string consumerARN = "arn:aws:kinesis:us-west-2:000000000000:stream/
AmazonKinesisStream/consumer/CONSUMER_NAME:000000000000";
var success = await DeregisterConsumerAsync(client, streamARN, consumerARN,
consumerName);
if (success)
{
Console.WriteLine($"{consumerName} successfully deregistered.");
}
else
{
Console.WriteLine($"{consumerName} was not successfully
deregistered.");
}
}

returns>

///
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Deregisters a consumer from a Kinesis stream.
</summary>
<param name="client">An initialized Kinesis client object.</param>
<param name="streamARN">The ARN of a Kinesis stream.</param>
<param name="consumerARN">The ARN of the consumer.</param>
<param name="consumerName">The name of the consumer.</param>
<returns>A Boolean value representing the success of the operation.</

public static async Task<bool> DeregisterConsumerAsync(
IAmazonKinesis client,
string streamARN,
string consumerARN,

368

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ

{

string consumerName)
var request = new DeregisterStreamConsumerRequest
{
StreamARN = streamARN,
ConsumerARN = consumerARN,
ConsumerName = consumerName,
};
var response = await client.DeregisterStreamConsumerAsync(request);

}

}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeregisterStreamConsumerにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

ストリームのリスト表示
次のコード例は、1 つ以上の Kinesis ストリームに関する情報を一覧表示する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Kinesis;
Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// Retrieves and displays a list of existing Amazon Kinesis streams. The
/// example uses the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListStreams
{
public static async Task Main(string[] args)
{
IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
var response = await client.ListStreamsAsync(new ListStreamsRequest());
List<string> streamNames = response.StreamNames;

}

}

if (streamNames.Count > 0)
{
streamNames
.ForEach(s => Console.WriteLine($"Stream name: {s}"));
}
else
{
Console.WriteLine("No streams were found.");
}
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• API 詳細については、「」を参照してくださいListStreamsにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

タグをリスト表示する
以下のコード例は、Kinesis ストリームに関連するタグを一覧表示する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Kinesis;
Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// Shows how to list the tags that have been attached to an Amazon Kinesis
/// stream. The example was created using the AWS SDK for .NET version 3.7
/// and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListTags
{
public static async Task Main()
{
IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
string streamName = "AmazonKinesisStream";
}

await ListTagsAsync(client, streamName);

/// <summary>
/// List the tags attached to a Kinesis stream.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Kinesis client object.</param>
/// <param name="streamName">The name of the Kinesis stream for which you
/// wish to display tags.</param>
public static async Task ListTagsAsync(IAmazonKinesis client, string
streamName)
{
var request = new ListTagsForStreamRequest
{
StreamName = streamName,
Limit = 10,
};
var response = await client.ListTagsForStreamAsync(request);
DisplayTags(response.Tags);
while (response.HasMoreTags)
{
request.ExclusiveStartTagKey = response.Tags[response.Tags.Count -

1].Key;
}
///
///
///
///

}

response = await client.ListTagsForStreamAsync(request);

<summary>
Displays the items in a list of Kinesis tags.
</summary>
<param name="tags">A list of the Tag objects to be displayed.</param>
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}

public static void DisplayTags(List<Tag> tags)
{
tags
.ForEach(t => Console.WriteLine($"Key: {t.Key} Value: {t.Value}"));
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListTagsForStreamにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

ストリームのコンシューマーを一覧表示する
次のコード例は、Kinesis ストリームのコンシューマーを一覧表示する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Kinesis;
Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// List the consumers of an Amazon Kinesis stream. This example was
/// created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListConsumers
{
public static async Task Main()
{
IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
string streamARN = "arn:aws:kinesis:us-east-2:000000000000:stream/
AmazonKinesisStream";
int maxResults = 10;
var consumers = await ListConsumersAsync(client, streamARN, maxResults);
if (consumers.Count > 0)
{
consumers
.ForEach(c => Console.WriteLine($"Name: {c.ConsumerName} ARN:
{c.ConsumerARN}"));
}
else
{
Console.WriteLine("No consumers found.");
}
}
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Retrieve a list of the consumers for a Kinesis stream.
</summary>
<param name="client">An initialized Kinesis client object.</param>
<param name="streamARN">The ARN of the stream for which we want to
retrieve a list of clients.</param>
<param name="maxResults">The maximum number of results to return.</param>
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/// <returns>A list of Consumer objects.</returns>
public static async Task<List<Consumer>> ListConsumersAsync(IAmazonKinesis
client, string streamARN, int maxResults)
{
var request = new ListStreamConsumersRequest
{
StreamARN = streamARN,
MaxResults = maxResults,
};
var response = await client.ListStreamConsumersAsync(request);

}

return response.Consumers;

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListStreamConsumersにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

コンシューマーの登録
次のコード例は、Kinesis ストリームにコンシューマーを登録する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Kinesis;
Amazon.Kinesis.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to register a consumer to an Amazon Kinesis
/// stream. The example was written using the AWS SDK for .NET version 3.7
/// and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class RegisterConsumer
{
public static async Task Main()
{
IAmazonKinesis client = new AmazonKinesisClient();
string consumerName = "NEW_CONSUMER_NAME";
string streamARN = "arn:aws:kinesis:us-east-2:000000000000:stream/
AmazonKinesisStream";
var consumer = await RegisterConsumerAsync(client, consumerName,

streamARN);

}
///
///
///
///

if (consumer is not null)
{
Console.WriteLine($"{consumer.ConsumerName}");
}
<summary>
Registers the consumer to a Kinesis stream.
</summary>
<param name="client">The initialized Kinesis client object.</param>
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/// <param name="consumerName">A string representing the consumer.</param>
/// <param name="streamARN">The ARN of the stream.</param>
/// <returns>A Consumer object that contains information about the consumer.</

returns>

public static async Task<Consumer> RegisterConsumerAsync(IAmazonKinesis client,
string consumerName, string streamARN)
{
var request = new RegisterStreamConsumerRequest
{
ConsumerName = consumerName,
StreamARN = streamARN,
};

}

}

var response = await client.RegisterStreamConsumerAsync(request);
return response.Consumer;

• API 詳細については、「」を参照してくださいRegisterStreamConsumerにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

Lambda での例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NET[Lambda]。
アクション個々の Lambda 関数を呼び出す方法を示すコードの抜粋。
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を示しま
す。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 373)

アクション
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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Lambda;
using Amazon.Lambda.Model;
///
///
///
///
///

<summary>
Shows how to invoke an existing Amazon Lambda Function from a C#
application. The example was created using the AWS SDK for .NET and
.NET Core 5.0.
</summary>
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public class InvokeFunction
{
/// <summary>
/// Initializes the Lambda client and then invokes the Lambda Function
/// called "CreateDDBTable" with the parameter "\"DDBWorkTable\"" to
/// create the table called DDBWorkTable.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
IAmazonLambda client = new AmazonLambdaClient();
string functionName = "CreateDDBTable";
string invokeArgs = "\"DDBWorkTable\"";

}

var response = await client.InvokeAsync(
new InvokeRequest
{
FunctionName = functionName,
Payload = invokeArgs,
InvocationType = "Event",
});

}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「[Invoke]」(呼び出し) を参照
してください。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon;
Amazon.Lambda;
Amazon.Lambda.Model;

/// <summary>
/// This example shows two ways to list the AWS Lambda functions you have
/// created for your account. It will only list the functions within one
/// AWS Region at a time, however, so you need to pass the AWS Region you
/// are interested in to the Lambda client object constructor. This example
/// was created with the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListFunctions
{
public static async Task Main()
{
// If the AWS Region you are interested in listing is the same as
// the AWS Region defined for the default user, you don't have to
// supply the RegionEndpoint constant to the constructor.
IAmazonLambda client = new AmazonLambdaClient(RegionEndpoint.USEast2);
// First use the ListFunctionsAsync method.
var functions1 = await ListFunctionsAsync(client);
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DisplayFunctionList(functions1);
// Get the list again useing a Lambda client paginator.
var functions2 = await ListFunctionsPaginatorAsync(client);
}

DisplayFunctionList(functions2);

/// <summary>
/// Calls the asynchronous ListFunctionsAsync method of the Lambda
/// client to retrieve the list of functions in the AWS Region with
/// which the Lambda client was initialized.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Lambda client which will be
/// used to retrieve the list of Lambda functions.</param>
/// <returns>A list of Lambda functions configuration information.</returns>
public static async Task<List<FunctionConfiguration>>
ListFunctionsAsync(IAmazonLambda client)
{
// Get the list of functions. The response will have a property
// called Functions, a list of information about the Lambda
// functions defined on your account in the specified Region.
var response = await client.ListFunctionsAsync();
}

return response.Functions;

/// <summary>
/// Uses a Lambda paginator to retrieve the list of functions in the
/// AWS Region with which the Lambda client was initialized.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Lambda client which will be
/// used to retrieve the list of Lambda functions.</param>
/// <returns>A list of Lambda functions configuration information.</returns>
public static async Task<List<FunctionConfiguration>>
ListFunctionsPaginatorAsync(IAmazonLambda client)
{
Console.WriteLine("\nNow let's show the list using a paginator.\n");
// Get the list of functions using a paginator.
var paginator = client.Paginators.ListFunctions(new
ListFunctionsRequest());
// Defined return a list of function information to the caller
// for display using the DisplayFunctionList method.
var functions = new List<FunctionConfiguration>();
await foreach (var resp in paginator.Responses)
{
resp.Functions
.ForEach(f => functions.Add(f));
}
}

return functions;

/// <summary>
/// Displays the details of each function in the list of functions
/// passed to the method.
/// </summary>
/// <param name="functions">A list of FunctionConfiguration objects.</param>
public static void DisplayFunctionList(List<FunctionConfiguration> functions)
{
// Display a list of the Lambda functions on the console.
functions
.ForEach(f => Console.WriteLine($"{f.FunctionName}\t{f.Handler}"));
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}

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListFunctionsにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

Organizations 例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETOrganizations と
アクション個々のOrganizations 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数のOrganizations 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 376)

アクション
ポリシーをターゲットにアタッチする
次のコード例は、Organizations ポリシーをターゲットにアタッチする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Organizations;
Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to attach an AWS Organizations policy to an organization,
/// an organizational unit, or an account.
/// </summary>
public class AttachPolicy
{
/// <summary>
/// Initializes the Organizations client object and then calls the
/// AttachPolicyAsync method to attach the policy to the root
/// organization.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
var policyId = "p-00000000";
var targetId = "r-0000";
var request = new AttachPolicyRequest
{
PolicyId = policyId,
TargetId = targetId,
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};
var response = await client.AttachPolicyAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully attached Policy ID {policyId} to
Target ID: {targetId}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Was not successful in attaching the policy.");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいAttachPolicyにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

ポリシーの作成
次のコード例は、Organizations ポリシーを作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Organizations;
Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new AWS Organizations Policy. The example was created
/// using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
class CreatePolicy
{
/// <summary>
/// Initializes the AWS Organizations client object, uses it to
/// create a new Organizations Policy, and then displays information
/// about the newly created Policy.
/// </summary>
static async Task Main()
{
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
var policyContent = "{" +
"
\"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\" : [{" +
" \"Action\" : [\"s3:*\"]," +
" \"Effect\" : \"Allow\"," +
" \"Resource\" : \"*\"" +
"}]" +
"}";
try
{

var response = await client.CreatePolicyAsync(new CreatePolicyRequest
{
Content = policyContent,
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Description = "Enables admins of attached accounts to delegate all
Amazon S3 permissions",
Name = "AllowAllS3Actions",
Type = "SERVICE_CONTROL_POLICY",
});
Policy policy = response.Policy;
Console.WriteLine($"{policy.PolicySummary.Name} has the following
content: {policy.Content}");
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreatePolicyにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

アカウントを作成する
次のコード例は、Organizations アカウントを作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Organizations;
Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new AWS Organizations account. The example was created
/// using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
class CreateAccount
{
/// <summary>
/// Initializes an Organizations client object and uses it to create
/// the new account with the name specified in accountName.
/// </summary>
static async Task Main()
{
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
var accountName = "ExampleAccount";
var email = "someone@example.com";
var request = new CreateAccountRequest
{
AccountName = accountName,
Email = email,
};
var response = await client.CreateAccountAsync(request);
var status = response.CreateAccountStatus;
}

Console.WriteLine($"The staus of {status.AccountName} is {status.State}.");
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}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateAccountにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

組織を作成する
次のコード例は、Organizations を作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Organizations;
Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates an organization in AWS Organizations. The example was created
/// using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateOrganization
{
/// <summary>
/// Creates an Organizations client object and then uses it to create
/// a new organization with the default user as the administrator, and
/// then displays information about the new organization.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
var response = await client.CreateOrganizationAsync(new
CreateOrganizationRequest
{
FeatureSet = "ALL",
});
Organization newOrg = response.Organization;
Console.WriteLine($"Organization: {newOrg.Id} Main Accoount:
{newOrg.MasterAccountId}");
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateOrganizationにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

組織単位を作成する
次のコード例は、Organizations 組織ユニットを作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
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using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Organizations;
Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new organizational unit in AWS Organizations. The example was
/// created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateOrganizationalUnit
{
/// <summary>
/// Initializes an Organizations client object and then uses it to call
/// the CreateOrganizationalUnit method. If the call succeeds, it
/// displays information about the new organizational unit.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// Create the client object using the default account.
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
var orgUnitName = "ProductDevelopmentUnit";
var request = new CreateOrganizationalUnitRequest
{
Name = orgUnitName,
ParentId = "r-0000",
};
var response = await client.CreateOrganizationalUnitAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully created organizational unit:
{orgUnitName}.");
Console.WriteLine($"Organizational unit {orgUnitName} Details");
Console.WriteLine($"ARN: {response.OrganizationalUnit.Arn} Id:
{response.OrganizationalUnit.Id}");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not create new organizational unit.");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateOrganizationalUnitにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

ポリシーの削除
次のコード例は、Organizations ポリシーを削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using System;
using System.Threading.Tasks;
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using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;
/// <summary>
/// Deletes an existing AWS Organizations policy. This example was
/// created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeletePolicy
{
/// <summary>
/// Initializes the Organizations client object and then uses it to
/// delete the policy with the specified policyId.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// Create the client object using the default account.
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
var policyId = "p-00000000";
var request = new DeletePolicyRequest
{
PolicyId = policyId,
};
var response = await client.DeletePolicyAsync(request);

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted Policy: {policyId}.");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not delete Policy: {policyId}.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeletePolicyにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

組織を削除します
次のコード例は、Organizations を削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Organizations;
Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing organization using the AWS
/// Organizations Service. This example was created using the AWS SDK for
/// .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeleteOrganization
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{

/// <summary>
/// Initializes the Organizations client and then calls
/// DeleteOrganizationAsync to delete the organization.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// Create the client object using the default account.
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

var response = await client.DeleteOrganizationAsync(new
DeleteOrganizationRequest());

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Successfully deleted organization.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not delete organization.");
}

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteOrganizationにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

組織単位の削除
次のコード例は、Organizations ユニットを削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Organizations;
Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing AWS Organizations organizational unit.
/// This example was created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and
/// .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeleteOrganizationalUnit
{
/// <summary>
/// Initializes the Organizations client object and calls
/// DeleteOrganizationalUnitAsync to delete the organizational unit
/// with the selected ID.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// Create the client object using the default account.
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
var orgUnitId = "ou-0000-00000000";
var request = new DeleteOrganizationalUnitRequest
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{
};

OrganizationalUnitId = orgUnitId,

var response = await client.DeleteOrganizationalUnitAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted the organizational unit with
ID: {orgUnitId}.");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not delete the organizational unit with ID:
{orgUnitId}.");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteOrganizationalUnitにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

ターゲットからポリシーをデタッチする
次のコード例は、ターゲットからOrganizations ポリシーをデタッチする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Organizations;
Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to detach a policy from an AWS Organizations organization,
/// organizational unit, or account. The example was creating using the
/// AWS SDK for .NET 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DetachPolicy
{
/// <summary>
/// Initializes the Organizations client object and uses it to call
/// DetachPolicyAsync to detach the policy.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// Create the client object using the default account.
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
var policyId = "p-00000000";
var targetId = "r-0000";
var request = new DetachPolicyRequest
{
PolicyId = policyId,
TargetId = targetId,
};
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var response = await client.DetachPolicyAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully detached policy with Policy Id:
{policyId}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not detach the policy.");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDetachPolicyにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

アカウントのリスト
次のコード例は、Organizations 組織のアカウントを一覧表示する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Organizations;
Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Uses the AWS Organizations service to list the accounts associated
/// with the default account. The example was created using the AWS SDK for
/// .NET and .NET Core 5.0.
/// </summary>
class ListAccounts
{
/// <summary>
/// Creates the Organizations client and then calls its
/// ListAccountsAsync method.
/// </summary>
static async Task Main()
{
// Create the client object using the default account.
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
var request = new ListAccountsRequest
{
MaxResults = 5,
};
var response = new ListAccountsResponse();
try
{
do
{
response = await client.ListAccountsAsync(request);
response.Accounts.ForEach(a => DisplayAccounts(a));
if (response.NextToken is not null)
{
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request.NextToken = response.NextToken;
}
} while (response.NextToken is not null);

}
catch (AWSOrganizationsNotInUseException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

}

/// <summary>
/// Displays information about an Organizations account.
/// </summary>
/// <param name="account">An Organizations account for which to display
/// information on the console.</param>
private static void DisplayAccounts(Account account)
{
string accountInfo = $"{account.Id} {account.Name}\t{account.Status}";

}

Console.WriteLine(accountInfo);

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListAccountsにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

組織単位の表示
次のコード例は、組織のOrganizations 単位を一覧表示する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Organizations;
Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Lists the AWS Organizations organizational units that belong to an
/// organization. The example was created using the AWS SDK for .NET
/// version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListOrganizationalUnitsForParent
{
/// <summary>
/// Initializes the Organizations client object and then uses it to
/// call the ListOrganizationalUnitsForParentAsync method to retrieve
/// the list of organizational units.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// Create the client object using the default account.
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
var parentId = "r-0000";
var request = new ListOrganizationalUnitsForParentRequest
{
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};

ParentId = parentId,
MaxResults = 5,

var response = new ListOrganizationalUnitsForParentResponse();
try
{
do
{
response = await
client.ListOrganizationalUnitsForParentAsync(request);
response.OrganizationalUnits.ForEach(u =>
DisplayOrganizationalUnit(u));
if (response.NextToken is not null)
{
request.NextToken = response.NextToken;
}
} while (response.NextToken is not null);
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}
}
/// <summary>
/// Displays information about an Organizations organizational unit.
/// </summary>
/// <param name="unit">The OrganizationalUnit for which to display
/// information.</param>
public static void DisplayOrganizationalUnit(OrganizationalUnit unit)
{
string accountInfo = $"{unit.Id} {unit.Name}\t{unit.Arn}";

}

}

Console.WriteLine(accountInfo);

• API 詳細については、「」を参照してくださいListOrganizationalUnitsForParentにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

ポリシーの一覧表示
次のコード例は、Organizations ポリシーを一覧表示する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
///
///
///
///
///

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Organizations;
Amazon.Organizations.Model;

<summary>
Shows how to list the AWS Organizations policies associated with an
organization. The example was created with the AWS SDK for .NET version
3.7 and .NET Core 5.0.
</summary>
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public class ListPolicies
{
/// <summary>
/// Initializes an Organizations client object, and then calls its
/// ListPoliciesAsync method.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// Create the client object using the default account.
IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
// The value for the Filter parameter is required and must must be
// one of the following:
//
AISERVICES_OPT_OUT_POLICY
//
BACKUP_POLICY
//
SERVICE_CONTROL_POLICY
//
TAG_POLICY
var request = new ListPoliciesRequest
{
Filter = "SERVICE_CONTROL_POLICY",
MaxResults = 5,
};

}

var response = new ListPoliciesResponse();
try
{
do
{
response = await client.ListPoliciesAsync(request);
response.Policies.ForEach(p => DisplayPolicies(p));
if (response.NextToken is not null)
{
request.NextToken = response.NextToken;
}
} while (response.NextToken is not null);
}
catch (AWSOrganizationsNotInUseException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

/// <summary>
/// Displays information about the Organizations policies associated
/// with an organization.
/// </summary>
/// <param name="policy">An Organizations policy summary to display
/// information on the console.</param>
private static void DisplayPolicies(PolicySummary policy)
{
string policyInfo = $"{policy.Id} {policy.Name}\t{policy.Description}";

}

}

Console.WriteLine(policyInfo);

• API 詳細については、「」を参照してくださいListPoliciesにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

Amazon Polly の使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon Polly と
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アクション個々の Amazon Polly 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の Amazon Polly 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 388)

アクション
レキシコンを削除する
次のコード例は、Amazon Polly レキシコンを削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Polly;
Amazon.Polly.Model;

public class DeleteLexicon
{
public static async Task Main()
{
string lexiconName = "SampleLexicon";
var client = new AmazonPollyClient();
var success = await DeletePollyLexiconAsync(client, lexiconName);

}

if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted {lexiconName}.");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not delete {lexiconName}.");
}

/// <summary>
/// Deletes the named Amazon Polly lexicon.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon Polly client object.</param>
/// <param name="lexiconName">The name of the Amazon Polly lexicon to
/// delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</returns>
public static async Task<bool> DeletePollyLexiconAsync(
AmazonPollyClient client,
string lexiconName)
{
var deleteLexiconRequest = new DeleteLexiconRequest()
{
Name = lexiconName,
};
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var response = await client.DeleteLexiconAsync(deleteLexiconRequest);

}

}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteLexiconにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

レキシコンを取得する
次のコード例は、Amazon Polly レキシコンを取得する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Polly;
Amazon.Polly.Model;

public class GetLexicon
{
public static async Task Main(string[] args)
{
string lexiconName = "SampleLexicon";
var client = new AmazonPollyClient();
}

await GetPollyLexiconAsync(client, lexiconName);

public static async Task GetPollyLexiconAsync(AmazonPollyClient client, string
lexiconName)
{
var getLexiconRequest = new GetLexiconRequest()
{
Name = lexiconName,
};
try
{

}

}

var response = await client.GetLexiconAsync(getLexiconRequest);
Console.WriteLine($"Lexicon:\n Name: {response.Lexicon.Name}");
Console.WriteLine($"Content: {response.Lexicon.Content}");

}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetLexiconにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。
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ボイスを合成できるようにする
次のコード例は、Amazon Polly ボイスを合成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Polly;
Amazon.Polly.Model;

public class DescribeVoices
{
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonPollyClient();
var allVoicesRequest = new DescribeVoicesRequest();
var enUsVoicesRequest = new DescribeVoicesRequest()
{
LanguageCode = "en-US",
};
try
{

string nextToken;
do
{
var allVoicesResponse = await
client.DescribeVoicesAsync(allVoicesRequest);
nextToken = allVoicesResponse.NextToken;
allVoicesRequest.NextToken = nextToken;
Console.WriteLine("\nAll voices: ");
allVoicesResponse.Voices.ForEach(voice =>
{
DisplayVoiceInfo(voice);
});

}
while (nextToken is not null);
do
{

var enUsVoicesResponse = await
client.DescribeVoicesAsync(enUsVoicesRequest);
nextToken = enUsVoicesResponse.NextToken;
enUsVoicesRequest.NextToken = nextToken;
Console.WriteLine("\nen-US voices: ");
enUsVoicesResponse.Voices.ForEach(voice =>
{
DisplayVoiceInfo(voice);
});

}
while (nextToken is not null);

}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("Exception caught: " + ex.Message);
}
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}
public static void DisplayVoiceInfo(Voice voice)
{
Console.WriteLine($" Name: {voice.Name}\tGender:
{voice.Gender}\tLanguageName: {voice.LanguageName}");
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeVoicesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

発音記号の表示
次のコード例は、Amazon Polly の発音辞書を一覧表示する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Polly;
Amazon.Polly.Model;

public class ListLexicons
{
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonPollyClient();
var request = new ListLexiconsRequest();
try
{

Console.WriteLine("All voices: ");
do
{

var response = await client.ListLexiconsAsync(request);
request.NextToken = response.NextToken;

response.Lexicons.ForEach(lexicon =>
{
var attributes = lexicon.Attributes;
Console.WriteLine($"Name: {lexicon.Name}");
Console.WriteLine($"\tAlphabet: {attributes.Alphabet}");
Console.WriteLine($"\tLanguageCode:
{attributes.LanguageCode}");
Console.WriteLine($"\tLastModified:
{attributes.LastModified}");
Console.WriteLine($"\tLexemesCount:
{attributes.LexemesCount}");
Console.WriteLine($"\tLexiconArn: {attributes.LexiconArn}");
Console.WriteLine($"\tSize: {attributes.Size}");
});
}
while (request.NextToken is not null);
}
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}

}

catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListLexiconsにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

発音レキシコンを保存する
次のコード例は、Amazon Polly の発音レキシコンを保存する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Polly;
Amazon.Polly.Model;

public class PutLexicon
{
public static async Task Main()
{
string lexiconContent = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>" +
"<lexicon version=\"1.0\" xmlns=\"http://www.w3.org/2005/01/
pronunciation-lexicon\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" " +
"xsi:schemaLocation=\"http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon
http://www.w3.org/TR/2007/CR-pronunciation-lexicon-20071212/pls.xsd\" " +
"alphabet=\"ipa\" xml:lang=\"en-US\">" +
"<lexeme><grapheme>test1</grapheme><alias>test2</alias></lexeme>" +
"</lexicon>";
string lexiconName = "SampleLexicon";
var client = new AmazonPollyClient();
var putLexiconRequest = new PutLexiconRequest()
{
Name = lexiconName,
Content = lexiconContent,
};
try
{

var response = await client.PutLexiconAsync(putLexiconRequest);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully created Lexicon: {lexiconName}.");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not create Lexicon: {lexiconName}.");
}

}
catch (Exception ex)
{
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}

}

}

Console.WriteLine("Exception caught: " + ex.Message);

• API 詳細については、「」を参照してくださいPutLexiconにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

テキストから音声を合成
次のコード例は、Amazon Polly を使用してテキストから音声を合成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Polly;
Amazon.Polly.Model;

public class SynthesizeSpeech
{
public static async Task Main()
{
string outputFileName = "speech.mp3";
string text = "Twas brillig, and the slithy toves did gyre and gimbol in
the wabe";
var client = new AmazonPollyClient();
var response = await PollySynthesizeSpeech(client, text);
}

WriteSpeechToStream(response.AudioStream, outputFileName);

/// <summary>
/// Calls the Amazon Polly SynthesizeSpeechAsync method to convert text
/// to speech.
/// </summary>
/// <param name="client">The Amazon Polly client object used to connect
/// to the Amazon Polly service.</param>
/// <param name="text">The text to convert to speech.</param>
/// <returns>A SynthesizeSpeechResponse object that includes an AudioStream
/// object with the converted text.</returns>
private static async Task<SynthesizeSpeechResponse>
PollySynthesizeSpeech(IAmazonPolly client, string text)
{
var synthesizeSpeechRequest = new SynthesizeSpeechRequest()
{
OutputFormat = OutputFormat.Mp3,
VoiceId = VoiceId.Joanna,
Text = text,
};
var synthesizeSpeechResponse =
await client.SynthesizeSpeechAsync(synthesizeSpeechRequest);
}

return synthesizeSpeechResponse;
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/// <summary>
/// Writes the AudioStream returned from the call to
/// SynthesizeSpeechAsync to a file in MP3 format.
/// </summary>
/// <param name="audioStream">The AudioStream returned from the
/// call to the SynthesizeSpeechAsync method.</param>
/// <param name="outputFileName">The full path to the file in which to
/// save the audio stream.</param>
private static void WriteSpeechToStream(Stream audioStream, string
outputFileName)
{
var outputStream = new FileStream(
outputFileName,
FileMode.Create,
FileAccess.Write);
byte[] buffer = new byte[2 * 1024];
int readBytes;
while ((readBytes = audioStream.Read(buffer, 0, 2 * 1024)) > 0)
{
outputStream.Write(buffer, 0, readBytes);
}

}

}

// Flushes the buffer to avoid losing the last second or so of
// the synthesized text.
outputStream.Flush();
Console.WriteLine($"Saved {outputFileName} to disk.");

Amazon Polly でスピーチマークを使ってテキストからスピーチを合成するAWSSDK.
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Polly;
Amazon.Polly.Model;

public class SynthesizeSpeechMarks
{
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonPollyClient();
string outputFileName = "speechMarks.json";
var synthesizeSpeechRequest = new SynthesizeSpeechRequest()
{
OutputFormat = OutputFormat.Json,
SpeechMarkTypes = new List<string>
{
SpeechMarkType.Viseme,
SpeechMarkType.Word,
},
VoiceId = VoiceId.Joanna,
Text = "This is a sample text to be synthesized.",
};
try
{

using (var outputStream = new FileStream(outputFileName,
FileMode.Create, FileAccess.Write))
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{

var synthesizeSpeechResponse = await
client.SynthesizeSpeechAsync(synthesizeSpeechRequest);
var buffer = new byte[2 * 1024];
int readBytes;
var inputStream = synthesizeSpeechResponse.AudioStream;
while ((readBytes = inputStream.Read(buffer, 0, 2 * 1024)) > 0)
{
outputStream.Write(buffer, 0, readBytes);
}

}

}

}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいSynthesizeSpeechにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

Amazon RDS での例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon RDS と
アクション個々の Amazon RDS 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の Amazon RDS 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 403)

アクション
DB インスタンスを作成する
次のコード例は、Amazon RDS DB インスタンスを作成して、利用可能になるまで待機する方法を示して
います。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Create an RDS DB instance with a particular set of properties. Use the action
DescribeDBInstancesAsync
/// to determine when the DB instance is ready to use.
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/// </summary>
/// <param name="dbName">Name for the DB instance.</param>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <param name="parameterGroupName">DB parameter group to associate with the
instance.</param>
/// <param name="dbEngine">The engine for the DB instance.</param>
/// <param name="dbEngineVersion">Version for the DB instance.</param>
/// <param name="instanceClass">Class for the DB instance.</param>
/// <param name="allocatedStorage">The amount of storage in gibibytes (GiB) to
allocate to the DB instance.</param>
/// <param name="adminName">Admin user name.</param>
/// <param name="adminPassword">Admin user password.</param>
/// <returns>DB instance object.</returns>
public async Task<DBInstance> CreateDBInstance(string dbName, string
dbInstanceIdentifier,
string parameterGroupName, string dbEngine, string dbEngineVersion,
string instanceClass, int allocatedStorage, string adminName, string
adminPassword)
{
var response = await _amazonRDS.CreateDBInstanceAsync(
new CreateDBInstanceRequest()
{
DBName = dbName,
DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier,
DBParameterGroupName = parameterGroupName,
Engine = dbEngine,
EngineVersion = dbEngineVersion,
DBInstanceClass = instanceClass,
AllocatedStorage = allocatedStorage,
MasterUsername = adminName,
MasterUserPassword = adminPassword
});
}

return response.DBInstance;

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateDBInstanceにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

DB パラメータグループを作成する
次のコード例は、Amazon RDS パラメータグループを作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Create a new DB parameter group. Use the action DescribeDBParameterGroupsAsync
/// to determine when the DB parameter group is ready to use.
/// </summary>
/// <param name="name">Name of the DB parameter group.</param>
/// <param name="family">Family of the DB parameter group.</param>
/// <param name="description">Description of the DB parameter group.</param>
/// <returns>The new DB parameter group.</returns>
public async Task<DBParameterGroup> CreateDBParameterGroup(
string name, string family, string description)
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{

}

var response = await _amazonRDS.CreateDBParameterGroupAsync(
new CreateDBParameterGroupRequest()
{
DBParameterGroupName = name,
DBParameterGroupFamily = family,
Description = description
});
return response.DBParameterGroup;

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateBParameterGroupにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

DB インスタンスのスナップショットを作成する
次のコード例は、Amazon RDS インスタンスのスナップショットを作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Create a snapshot of a DB instance.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <param name="snapshotIdentifier">Identifier for the snapshot.</param>
/// <returns>DB snapshot object.</returns>
public async Task<DBSnapshot> CreateDBSnapshot(string dbInstanceIdentifier, string
snapshotIdentifier)
{
var response = await _amazonRDS.CreateDBSnapshotAsync(
new CreateDBSnapshotRequest()
{
DBSnapshotIdentifier = snapshotIdentifier,
DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier
});
}

return response.DBSnapshot;

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateDBSnapshotにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

DB インスタンスを削除する
次のコード例は、Amazon RDS DB インスタンスを削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

397

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ

/// <summary>
/// Delete a particular DB instance.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <returns>DB instance object.</returns>
public async Task<DBInstance> DeleteDBInstance(string dbInstanceIdentifier)
{
var response = await _amazonRDS.DeleteDBInstanceAsync(
new DeleteDBInstanceRequest()
{
DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier,
SkipFinalSnapshot = true,
DeleteAutomatedBackups = true
});
}

return response.DBInstance;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteDBInstanceにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

DB パラメータグループを削除する
次のコード例は、Amazon RDS パラメータグループを削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Delete a DB parameter group. The group cannot be a default DB parameter group
/// or be associated with any DB instances.
/// </summary>
/// <param name="name">Name of the DB parameter group.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteDBParameterGroup(string name)
{
var response = await _amazonRDS.DeleteDBParameterGroupAsync(
new DeleteDBParameterGroupRequest()
{
DBParameterGroupName = name,
});
return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいdeleteDBParameterGroupにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

DB インスタンスについて説明してください
次のコード例は、Amazon RDS DB インスタンスを記述する方法を示しています。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Returns a list of DB instances.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">Optional name of a specific DB instance.</
param>
/// <returns>List of DB instances.</returns>
public async Task<List<DBInstance>> DescribeDBInstances(string dbInstanceIdentifier
= null)
{
var results = new List<DBInstance>();
var instancesPaginator = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBInstances(
new DescribeDBInstancesRequest
{
DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier
});
// Get the entire list using the paginator.
await foreach (var instances in instancesPaginator.DBInstances)
{
results.Add(instances);
}
return results;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeDBInstancesにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

DB パラメータグループについて説明する
次のコード例は、Amazon RDS パラメータグループを記述する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Get descriptions of DB parameter groups.
/// </summary>
/// <param name="name">Optional name of the DB parameter group to describe.</param>
/// <returns>The list of DB parameter group descriptions.</returns>
public async Task<List<DBParameterGroup>> DescribeDBParameterGroups(string name =
null)
{
var response = await _amazonRDS.DescribeDBParameterGroupsAsync(
new DescribeDBParameterGroupsRequest()
{
DBParameterGroupName = name
});
return response.DBParameterGroups;
}
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• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeDBParameterGroupsにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

データベースエンジンのバージョンについて説明する
次のコード例は、Amazon RDS データベースエンジンのバージョンを説明する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Get a list of DB engine versions for a particular DB engine.
/// </summary>
/// <param name="engine">Name of the engine.</param>
/// <param name="dbParameterGroupFamily">Optional parameter group family name.</
param>
/// <returns>List of DBEngineVersions.</returns>
public async Task<List<DBEngineVersion>> DescribeDBEngineVersions(string engine,
string dbParameterGroupFamily = null)
{
var response = await _amazonRDS.DescribeDBEngineVersionsAsync(
new DescribeDBEngineVersionsRequest()
{
Engine = engine,
DBParameterGroupFamily = dbParameterGroupFamily
});
return response.DBEngineVersions;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeDBEngineVersionsにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

DB インスタンスのオプションについて説明してください
次のコード例は、Amazon RDS インスタンスのオプションを記述する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Get a list of orderable DB instance options for a specific
/// engine and engine version.
/// </summary>
/// <param name="engine">Name of the engine.</param>
/// <param name="engineVersion">Version of the engine.</param>
/// <returns>List of OrderableDBInstanceOptions.</returns>
public async Task<List<OrderableDBInstanceOption>>
DescribeOrderableDBInstanceOptions(string engine, string engineVersion)
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{

// Use a paginator to get a list of DB instance options.
var results = new List<OrderableDBInstanceOption>();
var paginateInstanceOptions =
_amazonRDS.Paginators.DescribeOrderableDBInstanceOptions(
new DescribeOrderableDBInstanceOptionsRequest()
{
Engine = engine,
EngineVersion = engineVersion,
});
// Get the entire list using the paginator.
await foreach (var instanceOptions in
paginateInstanceOptions.OrderableDBInstanceOptions)
{
results.Add(instanceOptions);
}
return results;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeOrderableDBInstanceOptionsにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

DB パラメータグループのパラメータの説明
次のコード例は、Amazon RDS DB パラメータグループのパラメータを記述する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Get a list of DB parameters from a specific parameter group.
/// </summary>
/// <param name="dbParameterGroupName">Name of a specific DB parameter group.</
param>
/// <param name="source">Optional source for selecting parameters.</param>
/// <returns>List of parameter values.</returns>
public async Task<List<Parameter>> DescribeDBParameters(string
dbParameterGroupName, string source = null)
{
var results = new List<Parameter>();
var paginateParameters = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBParameters(
new DescribeDBParametersRequest()
{
DBParameterGroupName = dbParameterGroupName,
Source = source
});
// Get the entire list using the paginator.
await foreach (var parameters in paginateParameters.Parameters)
{
results.Add(parameters);
}
return results;
}
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• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeDBParametersにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

DB インスタンスのスナップショットについて説明してください
次のコード例は、Amazon RDS インスタンスのスナップショットを記述する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Return a list of DB snapshots for a particular DB instance.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <returns>List of DB snapshots.</returns>
public async Task<List<DBSnapshot>> DescribeDBSnapshots(string
dbInstanceIdentifier)
{
var results = new List<DBSnapshot>();
var snapshotsPaginator = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBSnapshots(
new DescribeDBSnapshotsRequest()
{
DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier
});

}

// Get the entire list using the paginator.
await foreach (var snapshots in snapshotsPaginator.DBSnapshots)
{
results.Add(snapshots);
}
return results;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeDBSnapshotsにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

DB パラメータグループのパラメータの変更
次のコード例は、Amazon RDS DB パラメータグループのパラメータを更新する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Update a DB parameter group. Use the action DescribeDBParameterGroupsAsync
to determine when the DB parameter group is ready to use.
</summary>
<param name="name">Name of the DB parameter group.</param>
<param name="parameters">List of parameters. Maximum of 20 per request.</param>
<returns>The updated DB parameter group name.</returns>
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public async Task<string> ModifyDBParameterGroup(
string name, List<Parameter> parameters)
{
var response = await _amazonRDS.ModifyDBParameterGroupAsync(
new ModifyDBParameterGroupRequest()
{
DBParameterGroupName = name,
Parameters = parameters,
});
return response.DBParameterGroupName;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいModifyDBParameterGroupにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

シナリオ
DB インスタンスの開始方法
次のコードの例は以下の方法を示しています。
• カスタム DB パラメータグループを作成して、パラメータ値を設定します。
• パラメータグループを使用するように設定された DB インスタンスを作成します。DB インスタンスには
データベースも含まれています。
• インスタンスのスナップショットを作成します。
• インスタンスとパラメータグループを削除します。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
コマンドプロンプトで対話型シナリオを実行します。
/// <summary>
/// Scenario for RDS DB instance example.
/// </summary>
public class RDSInstanceScenario
{
/*
Before running this .NET code example, set up your development environment,
including your credentials.
This .NET example performs the following tasks:
1. Returns a list of the available DB engine families using the
DescribeDBEngineVersionsAsync method.
2. Selects an engine family and creates a custom DB parameter group using the
CreateDBParameterGroupAsync method.
3. Gets the parameter groups using the DescribeDBParameterGroupsAsync method.
4. Gets parameters in the group using the DescribeDBParameters method.
5. Parses and displays parameters in the group.
6. Modifies both the auto_increment_offset and auto_increment_increment parameters
using the ModifyDBParameterGroupAsync method.
7. Gets and displays the updated parameters using the DescribeDBParameters method
with a source of "user".
8. Gets a list of allowed engine versions using the DescribeDBEngineVersionsAsync
method.
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9. Displays and selects from a list of micro instance classes available for the
selected engine and version.
10. Creates an RDS DB instance that contains a MySql database and uses the
parameter group
using the CreateDBInstanceAsync method.
11. Waits for DB instance to be ready using the DescribeDBInstancesAsync method.
12. Prints out the connection endpoint string for the new DB instance.
13. Creates a snapshot of the DB instance using the CreateDBSnapshotAsync method.
14. Waits for DB snapshot to be ready using the DescribeDBSnapshots method.
15. Deletes the DB instance using the DeleteDBInstanceAsync method.
16. Waits for DB instance to be deleted using the DescribeDbInstances method.
17. Deletes the parameter group using the DeleteDBParameterGroupAsync.
*/
private static readonly string sepBar = new('-', 80);
private static RDSWrapper rdsWrapper = null!;
private static ILogger logger = null!;
private static readonly string engine = "mysql";
static async Task Main(string[] args)
{
// Set up dependency injection for the Amazon RDS service.
using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
.ConfigureLogging(logging =>
logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
.AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft", LogLevel.Information)
.AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft", LogLevel.Trace))
.ConfigureServices((_, services) =>
services.AddAWSService<IAmazonRDS>()
.AddTransient<RDSWrapper>()
)
.Build();
logger = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder.AddConsole();
}).CreateLogger<RDSInstanceScenario>();
rdsWrapper = host.Services.GetRequiredService<RDSWrapper>();
Console.WriteLine(sepBar);
Console.WriteLine(
"Welcome to the Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB instance
scenario example.");
Console.WriteLine(sepBar);
try
{

var parameterGroupFamily = await ChooseParameterGroupFamily();
var parameterGroup = await CreateDbParameterGroup(parameterGroupFamily);

var parameters = await
DescribeParametersInGroup(parameterGroup.DBParameterGroupName,
new List<string> { "auto_increment_offset",
"auto_increment_increment" });
await ModifyParameters(parameterGroup.DBParameterGroupName, parameters);
await DescribeUserSourceParameters(parameterGroup.DBParameterGroupName);
var engineVersionChoice = await
ChooseDbEngineVersion(parameterGroupFamily);
var instanceChoice = await ChooseDbInstanceClass(engine,
engineVersionChoice.EngineVersion);
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var newInstanceIdentifier = "Example-Instance-" + DateTime.Now.Ticks;
var newInstance = await CreateRdsNewInstance(parameterGroup, engine,
engineVersionChoice.EngineVersion,
instanceChoice.DBInstanceClass, newInstanceIdentifier);
if (newInstance != null)
{
DisplayConnectionString(newInstance);
await CreateSnapshot(newInstance);
}

await DeleteRdsInstance(newInstance);

await DeleteParameterGroup(parameterGroup);
Console.WriteLine("Scenario complete.");
Console.WriteLine(sepBar);

}

}
catch (Exception ex)
{
logger.LogError(ex, "There was a problem executing the scenario.");
}

/// <summary>
/// Choose the RDS DB parameter group family from a list of available options.
/// </summary>
/// <returns>The selected parameter group family.</returns>
public static async Task<string> ChooseParameterGroupFamily()
{
Console.WriteLine(sepBar);
// 1. Get a list of available engines.
var engines = await rdsWrapper.DescribeDBEngineVersions(engine);
Console.WriteLine("1. The following is a list of available DB parameter group
families:");
int i = 1;
var parameterGroupFamilies = engines.GroupBy(e =>
e.DBParameterGroupFamily).ToList();
foreach (var parameterGroupFamily in parameterGroupFamilies)
{
// List the available parameter group families.
Console.WriteLine(
$"\t{i}. Family: {parameterGroupFamily.Key}");
i++;
}
var choiceNumber = 0;
while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > parameterGroupFamilies.Count)
{
Console.WriteLine("Select an available DB parameter group family by
entering a number from the list above:");
var choice = Console.ReadLine();
Int32.TryParse(choice, out choiceNumber);
}
var parameterGroupFamilyChoice = parameterGroupFamilies[choiceNumber - 1];
Console.WriteLine(sepBar);
return parameterGroupFamilyChoice.Key;
}
/// <summary>
/// Create and get information on a DB parameter group.
/// </summary>
/// <param name="dbParameterGroupFamily">The DBParameterGroupFamily for the new DB
parameter group.</param>
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/// <returns>The new DBParameterGroup.</returns>
public static async Task<DBParameterGroup> CreateDbParameterGroup(string
dbParameterGroupFamily)
{
Console.WriteLine(sepBar);
Console.WriteLine($"2. Create new DB parameter group with family
{dbParameterGroupFamily}:");
var parameterGroup = await rdsWrapper.CreateDBParameterGroup(
"ExampleParameterGroup-" + DateTime.Now.Ticks,
dbParameterGroupFamily, "New example parameter group");
var groupInfo =
await rdsWrapper.DescribeDBParameterGroups(parameterGroup
.DBParameterGroupName);
Console.WriteLine(
$"3. New DB parameter group: \n\t{groupInfo[0].Description}, \n\tARN
{groupInfo[0].DBParameterGroupArn}");
Console.WriteLine(sepBar);
return parameterGroup;
}
/// <summary>
/// Get and describe parameters from a DBParameterGroup.
/// </summary>
/// <param name="parameterGroupName">Name of the DBParameterGroup.</param>
/// <param name="parameterNames">Optional specific names of parameters to
describe.</param>
/// <returns>The list of requested parameters.</returns>
public static async Task<List<Parameter>> DescribeParametersInGroup(string
parameterGroupName, List<string>? parameterNames = null)
{
Console.WriteLine(sepBar);
Console.WriteLine("4. Get some parameters from the group.");
Console.WriteLine(sepBar);
var parameters =
await rdsWrapper.DescribeDBParameters(parameterGroupName);
var matchingParameters =
parameters.Where(p => parameterNames == null ||
parameterNames.Contains(p.ParameterName)).ToList();
Console.WriteLine("5. Parameter information:");
matchingParameters.ForEach(p =>
Console.WriteLine(
$"\n\tParameter: {p.ParameterName}." +
$"\n\tDescription: {p.Description}." +
$"\n\tAllowed Values: {p.AllowedValues}." +
$"\n\tValue: {p.ParameterValue}."));
Console.WriteLine(sepBar);
}

return matchingParameters;

/// <summary>
/// Modify a parameter from a DBParameterGroup.
/// </summary>
/// <param name="parameterGroupName">Name of the DBParameterGroup.</param>
/// <param name="parameters">The parameters to modify.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public static async Task ModifyParameters(string parameterGroupName,
List<Parameter> parameters)
{
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Console.WriteLine(sepBar);
Console.WriteLine("6. Modify some parameters in the group.");
foreach (var p in parameters)
{
if (p.IsModifiable && p.DataType == "integer")
{
int newValue = 0;
while (newValue == 0)
{
Console.WriteLine(
$"Enter a new value for {p.ParameterName} from the allowed
values {p.AllowedValues} ");

}

}

}

var choice = Console.ReadLine();
Int32.TryParse(choice, out newValue);

p.ParameterValue = newValue.ToString();

await rdsWrapper.ModifyDBParameterGroup(parameterGroupName, parameters);
}

Console.WriteLine(sepBar);

/// <summary>
/// Describe the user source parameters in the group.
/// </summary>
/// <param name="parameterGroupName">Name of the DBParameterGroup.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public static async Task DescribeUserSourceParameters(string parameterGroupName)
{
Console.WriteLine(sepBar);
Console.WriteLine("7. Describe user source parameters in the group.");
var parameters =
await rdsWrapper.DescribeDBParameters(parameterGroupName, "user");
parameters.ForEach(p =>
Console.WriteLine(
$"\n\tParameter: {p.ParameterName}." +
$"\n\tDescription: {p.Description}." +
$"\n\tAllowed Values: {p.AllowedValues}." +
$"\n\tValue: {p.ParameterValue}."));
}

Console.WriteLine(sepBar);

/// <summary>
/// Choose a DB engine version.
/// </summary>
/// <param name="dbParameterGroupFamily">DB parameter group family for engine
choice.</param>
/// <returns>The selected engine version.</returns>
public static async Task<DBEngineVersion> ChooseDbEngineVersion(string
dbParameterGroupFamily)
{
Console.WriteLine(sepBar);
// Get a list of allowed engines.
var allowedEngines =
await rdsWrapper.DescribeDBEngineVersions(engine, dbParameterGroupFamily);
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Console.WriteLine($"Available DB engine versions for parameter group family
{dbParameterGroupFamily}:");
int i = 1;
foreach (var version in allowedEngines)
{
Console.WriteLine(
$"\t{i}. Engine: {version.Engine} Version {version.EngineVersion}.");
i++;
}
var choiceNumber = 0;
while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > allowedEngines.Count)
{
Console.WriteLine("8. Select an available DB engine version by entering a
number from the list above:");
var choice = Console.ReadLine();
Int32.TryParse(choice, out choiceNumber);
}

}

var engineChoice = allowedEngines[choiceNumber - 1];
Console.WriteLine(sepBar);
return engineChoice;

/// <summary>
/// Choose a DB instance class for a particular engine and engine version.
/// </summary>
/// <param name="engine">DB engine for DB instance choice.</param>
/// <param name="engineVersion">DB engine version for DB instance choice.</param>
/// <returns>The selected orderable DB instance option.</returns>
public static async Task<OrderableDBInstanceOption> ChooseDbInstanceClass(string
engine, string engineVersion)
{
Console.WriteLine(sepBar);
// Get a list of allowed DB instance classes.
var allowedInstances =
await rdsWrapper.DescribeOrderableDBInstanceOptions(engine, engineVersion);
Console.WriteLine($"8. Available micro DB instance classes for engine {engine}
and version {engineVersion}:");
int i = 1;
// Filter to micro instances for this example.
allowedInstances = allowedInstances
.Where(i => i.DBInstanceClass.Contains("micro")).ToList();
foreach (var instance in allowedInstances)
{
Console.WriteLine(
$"\t{i}. Instance class: {instance.DBInstanceClass} (storage type
{instance.StorageType})");
i++;
}
var choiceNumber = 0;
while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > allowedInstances.Count)
{
Console.WriteLine("9. Select an available DB instance class by entering a
number from the list above:");
var choice = Console.ReadLine();
Int32.TryParse(choice, out choiceNumber);
}
var instanceChoice = allowedInstances[choiceNumber - 1];
Console.WriteLine(sepBar);
return instanceChoice;
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}
/// <summary>
/// Create a new RDS DB instance.
/// </summary>
/// <param name="parameterGroup">Parameter group to use for the DB instance.</
param>
/// <param name="engineName">Engine to use for the DB instance.</param>
/// <param name="engineVersion">Engine version to use for the DB instance.</param>
/// <param name="instanceClass">Instance class to use for the DB instance.</param>
/// <param name="instanceIdentifier">Instance identifier to use for the DB
instance.</param>
/// <returns>The new DB instance.</returns>
public static async Task<DBInstance?> CreateRdsNewInstance(DBParameterGroup
parameterGroup,
string engineName, string engineVersion, string instanceClass, string
instanceIdentifier)
{
Console.WriteLine(sepBar);
Console.WriteLine($"10. Create a new DB instance with identifier
{instanceIdentifier}.");
bool isInstanceReady = false;
DBInstance newInstance;
var instances = await rdsWrapper.DescribeDBInstances();
isInstanceReady = instances.FirstOrDefault(i =>
i.DBInstanceIdentifier == instanceIdentifier)?.DBInstanceStatus ==
"available";
if (isInstanceReady)
{
Console.WriteLine("Instance already created.");
newInstance = instances.First(i => i.DBInstanceIdentifier ==
instanceIdentifier);
}
else
{
Console.WriteLine("Please enter an admin user name:");
var username = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Please enter an admin password:");
var password = Console.ReadLine();
newInstance = await rdsWrapper.CreateDBInstance(
"ExampleInstance",
instanceIdentifier,
parameterGroup.DBParameterGroupName,
engineName,
engineVersion,
instanceClass,
20,
username,
password
);
// 11. Wait for the DB instance to be ready.
Console.WriteLine("11. Waiting for DB instance to be ready...");
while (!isInstanceReady)
{
instances = await rdsWrapper.DescribeDBInstances(instanceIdentifier);
isInstanceReady = instances.FirstOrDefault()?.DBInstanceStatus ==
"available";
newInstance = instances.First();
Thread.Sleep(30000);
}
}
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}

Console.WriteLine(sepBar);
return newInstance;

/// <summary>
/// Display a connection string for an RDS DB instance.
/// </summary>
/// <param name="instance">The DB instance to use to get a connection string.</
param>
public static void DisplayConnectionString(DBInstance instance)
{
Console.WriteLine(sepBar);
// Display the connection string.
Console.WriteLine("12. New DB instance connection string: ");
Console.WriteLine(
$"\n{engine} -h {instance.Endpoint.Address} -P {instance.Endpoint.Port} "
+ $"-u {instance.MasterUsername} -p [YOUR PASSWORD]\n");
}

Console.WriteLine(sepBar);

/// <summary>
/// Create a snapshot from an RDS DB instance.
/// </summary>
/// <param name="instance">DB instance to use when creating a snapshot.</param>
/// <returns>The snapshot object.</returns>
public static async Task<DBSnapshot> CreateSnapshot(DBInstance instance)
{
Console.WriteLine(sepBar);
// Create a snapshot.
Console.WriteLine($"13. Creating snapshot from DB instance
{instance.DBInstanceIdentifier}.");
var snapshot = await rdsWrapper.CreateDBSnapshot(instance.DBInstanceIdentifier,
"ExampleSnapshot-" + DateTime.Now.Ticks);
// Wait for the snapshot to be available
bool isSnapshotReady = false;
Console.WriteLine($"14. Waiting for snapshot to be ready...");
while (!isSnapshotReady)
{
var snapshots = await
rdsWrapper.DescribeDBSnapshots(instance.DBInstanceIdentifier);
isSnapshotReady = snapshots.FirstOrDefault()?.Status == "available";
snapshot = snapshots.First();
Thread.Sleep(30000);
}

}

Console.WriteLine(
$"Snapshot {snapshot.DBSnapshotIdentifier} status is {snapshot.Status}.");
Console.WriteLine(sepBar);
return snapshot;

/// <summary>
/// Delete an RDS DB instance.
/// </summary>
/// <param name="instance">The DB instance to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public static async Task DeleteRdsInstance(DBInstance newInstance)
{
Console.WriteLine(sepBar);
// Delete the DB instance.
Console.WriteLine($"15. Delete the DB instance
{newInstance.DBInstanceIdentifier}.");

410

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ
await rdsWrapper.DeleteDBInstance(newInstance.DBInstanceIdentifier);
// Wait for the DB instance to delete.
Console.WriteLine($"16. Waiting for the DB instance to delete...");
bool isInstanceDeleted = false;
while (!isInstanceDeleted)
{
var instance = await rdsWrapper.DescribeDBInstances();
isInstanceDeleted = instance.All(i => i.DBInstanceIdentifier !=
newInstance.DBInstanceIdentifier);
Thread.Sleep(30000);
}

}

Console.WriteLine("DB instance deleted.");
Console.WriteLine(sepBar);

/// <summary>
/// Delete a DB parameter group.
/// </summary>
/// <param name="parameterGroup">The parameter group to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public static async Task DeleteParameterGroup(DBParameterGroup parameterGroup)
{
Console.WriteLine(sepBar);
// Delete the parameter group.
Console.WriteLine($"17. Delete the DB parameter group
{parameterGroup.DBParameterGroupName}.");
await rdsWrapper.DeleteDBParameterGroup(parameterGroup.DBParameterGroupName);
}

Console.WriteLine(sepBar);

DB インスタンスアクションのシナリオで使用されるラッパーメソッド。
/// <summary>
/// Wrapper methods to use Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) with DB
instance operations.
/// </summary>
public partial class RDSWrapper
{
private readonly IAmazonRDS _amazonRDS;
public RDSWrapper(IAmazonRDS amazonRDS)
{
_amazonRDS = amazonRDS;
}
/// <summary>
/// Get a list of DB engine versions for a particular DB engine.
/// </summary>
/// <param name="engine">Name of the engine.</param>
/// <param name="dbParameterGroupFamily">Optional parameter group family name.</
param>
/// <returns>List of DBEngineVersions.</returns>
public async Task<List<DBEngineVersion>> DescribeDBEngineVersions(string engine,
string dbParameterGroupFamily = null)
{
var response = await _amazonRDS.DescribeDBEngineVersionsAsync(
new DescribeDBEngineVersionsRequest()
{
Engine = engine,
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}

DBParameterGroupFamily = dbParameterGroupFamily
});
return response.DBEngineVersions;

/// <summary>
/// Get a list of orderable DB instance options for a specific
/// engine and engine version.
/// </summary>
/// <param name="engine">Name of the engine.</param>
/// <param name="engineVersion">Version of the engine.</param>
/// <returns>List of OrderableDBInstanceOptions.</returns>
public async Task<List<OrderableDBInstanceOption>>
DescribeOrderableDBInstanceOptions(string engine, string engineVersion)
{
// Use a paginator to get a list of DB instance options.
var results = new List<OrderableDBInstanceOption>();
var paginateInstanceOptions =
_amazonRDS.Paginators.DescribeOrderableDBInstanceOptions(
new DescribeOrderableDBInstanceOptionsRequest()
{
Engine = engine,
EngineVersion = engineVersion,
});
// Get the entire list using the paginator.
await foreach (var instanceOptions in
paginateInstanceOptions.OrderableDBInstanceOptions)
{
results.Add(instanceOptions);
}
return results;
}

/// <summary>
/// Returns a list of DB instances.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">Optional name of a specific DB instance.</
param>
/// <returns>List of DB instances.</returns>
public async Task<List<DBInstance>> DescribeDBInstances(string dbInstanceIdentifier
= null)
{
var results = new List<DBInstance>();
var instancesPaginator = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBInstances(
new DescribeDBInstancesRequest
{
DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier
});
// Get the entire list using the paginator.
await foreach (var instances in instancesPaginator.DBInstances)
{
results.Add(instances);
}
return results;
}

/// <summary>
/// Create an RDS DB instance with a particular set of properties. Use the action
DescribeDBInstancesAsync
/// to determine when the DB instance is ready to use.
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/// </summary>
/// <param name="dbName">Name for the DB instance.</param>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <param name="parameterGroupName">DB parameter group to associate with the
instance.</param>
/// <param name="dbEngine">The engine for the DB instance.</param>
/// <param name="dbEngineVersion">Version for the DB instance.</param>
/// <param name="instanceClass">Class for the DB instance.</param>
/// <param name="allocatedStorage">The amount of storage in gibibytes (GiB) to
allocate to the DB instance.</param>
/// <param name="adminName">Admin user name.</param>
/// <param name="adminPassword">Admin user password.</param>
/// <returns>DB instance object.</returns>
public async Task<DBInstance> CreateDBInstance(string dbName, string
dbInstanceIdentifier,
string parameterGroupName, string dbEngine, string dbEngineVersion,
string instanceClass, int allocatedStorage, string adminName, string
adminPassword)
{
var response = await _amazonRDS.CreateDBInstanceAsync(
new CreateDBInstanceRequest()
{
DBName = dbName,
DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier,
DBParameterGroupName = parameterGroupName,
Engine = dbEngine,
EngineVersion = dbEngineVersion,
DBInstanceClass = instanceClass,
AllocatedStorage = allocatedStorage,
MasterUsername = adminName,
MasterUserPassword = adminPassword
});
}

return response.DBInstance;

/// <summary>
/// Delete a particular DB instance.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <returns>DB instance object.</returns>
public async Task<DBInstance> DeleteDBInstance(string dbInstanceIdentifier)
{
var response = await _amazonRDS.DeleteDBInstanceAsync(
new DeleteDBInstanceRequest()
{
DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier,
SkipFinalSnapshot = true,
DeleteAutomatedBackups = true
});
}

return response.DBInstance;

DB パラメータグループのシナリオで使用されるラッパーメソッド。
/// <summary>
/// Wrapper methods to use Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) with
parameter groups.
/// </summary>
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public partial class RDSWrapper
{
/// <summary>
/// Get descriptions of DB parameter groups.
/// </summary>
/// <param name="name">Optional name of the DB parameter group to describe.</param>
/// <returns>The list of DB parameter group descriptions.</returns>
public async Task<List<DBParameterGroup>> DescribeDBParameterGroups(string name =
null)
{
var response = await _amazonRDS.DescribeDBParameterGroupsAsync(
new DescribeDBParameterGroupsRequest()
{
DBParameterGroupName = name
});
return response.DBParameterGroups;
}

/// <summary>
/// Create a new DB parameter group. Use the action DescribeDBParameterGroupsAsync
/// to determine when the DB parameter group is ready to use.
/// </summary>
/// <param name="name">Name of the DB parameter group.</param>
/// <param name="family">Family of the DB parameter group.</param>
/// <param name="description">Description of the DB parameter group.</param>
/// <returns>The new DB parameter group.</returns>
public async Task<DBParameterGroup> CreateDBParameterGroup(
string name, string family, string description)
{
var response = await _amazonRDS.CreateDBParameterGroupAsync(
new CreateDBParameterGroupRequest()
{
DBParameterGroupName = name,
DBParameterGroupFamily = family,
Description = description
});
return response.DBParameterGroup;
}

/// <summary>
/// Update a DB parameter group. Use the action DescribeDBParameterGroupsAsync
/// to determine when the DB parameter group is ready to use.
/// </summary>
/// <param name="name">Name of the DB parameter group.</param>
/// <param name="parameters">List of parameters. Maximum of 20 per request.</param>
/// <returns>The updated DB parameter group name.</returns>
public async Task<string> ModifyDBParameterGroup(
string name, List<Parameter> parameters)
{
var response = await _amazonRDS.ModifyDBParameterGroupAsync(
new ModifyDBParameterGroupRequest()
{
DBParameterGroupName = name,
Parameters = parameters,
});
return response.DBParameterGroupName;
}

/// <summary>
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/// Delete a DB parameter group. The group cannot be a default DB parameter group
/// or be associated with any DB instances.
/// </summary>
/// <param name="name">Name of the DB parameter group.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteDBParameterGroup(string name)
{
var response = await _amazonRDS.DeleteDBParameterGroupAsync(
new DeleteDBParameterGroupRequest()
{
DBParameterGroupName = name,
});
return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Get a list of DB parameters from a specific parameter group.
/// </summary>
/// <param name="dbParameterGroupName">Name of a specific DB parameter group.</
param>
/// <param name="source">Optional source for selecting parameters.</param>
/// <returns>List of parameter values.</returns>
public async Task<List<Parameter>> DescribeDBParameters(string
dbParameterGroupName, string source = null)
{
var results = new List<Parameter>();
var paginateParameters = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBParameters(
new DescribeDBParametersRequest()
{
DBParameterGroupName = dbParameterGroupName,
Source = source
});
// Get the entire list using the paginator.
await foreach (var parameters in paginateParameters.Parameters)
{
results.Add(parameters);
}
return results;
}

DB スナップショットアクションのシナリオで使用されるラッパーメソッド。
/// <summary>
/// Wrapper methods to use Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) with
snapshots.
/// </summary>
public partial class RDSWrapper
{
/// <summary>
/// Create a snapshot of a DB instance.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <param name="snapshotIdentifier">Identifier for the snapshot.</param>
/// <returns>DB snapshot object.</returns>
public async Task<DBSnapshot> CreateDBSnapshot(string dbInstanceIdentifier, string
snapshotIdentifier)
{
var response = await _amazonRDS.CreateDBSnapshotAsync(
new CreateDBSnapshotRequest()
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{
});
}

DBSnapshotIdentifier = snapshotIdentifier,
DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier

return response.DBSnapshot;

/// <summary>
/// Return a list of DB snapshots for a particular DB instance.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <returns>List of DB snapshots.</returns>
public async Task<List<DBSnapshot>> DescribeDBSnapshots(string
dbInstanceIdentifier)
{
var results = new List<DBSnapshot>();
var snapshotsPaginator = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBSnapshots(
new DescribeDBSnapshotsRequest()
{
DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier
});

}

// Get the entire list using the paginator.
await foreach (var snapshots in snapshotsPaginator.DBSnapshots)
{
results.Add(snapshots);
}
return results;

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の以下のトピックを参照してくだ
さい。
• CreateDBInstance
• CreateBParameterGroup
• CreateDBSnapshot
• DeleteDBInstance
• deleteDBParameterGroup
• DescribeDBEngineVersions
• DescribeDBInstances
• DescribeDBParameterGroups
• DescribeDBParameters
• DescribeDBSnapshots
• DescribeOrderableDBInstanceOptions
• ModifyDBParameterGroup

Amazon Rekognition の使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon Rekognition で。
アクション個々の Amazon Rekognition 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の Amazon Rekognition 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。
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各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 417)

アクション
イメージ内の顔とリファレンスイメージを比較します
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内の顔とリファレンスイメージを比較する方法を示して
います。
詳細については、「イメージ内の顔を比較する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to compare faces in two images.
/// The example uses the AWS SDK for .NET 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CompareFaces
{
public static async Task Main()
{
float similarityThreshold = 70F;
string sourceImage = "source.jpg";
string targetImage = "target.jpg";
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
Amazon.Rekognition.Model.Image imageSource = new
Amazon.Rekognition.Model.Image();
try
{

using FileStream fs = new FileStream(sourceImage, FileMode.Open,
FileAccess.Read);
byte[] data = new byte[fs.Length];
fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
imageSource.Bytes = new MemoryStream(data);
}
catch (Exception)
{
Console.WriteLine($"Failed to load source image: {sourceImage}");
return;
}
Amazon.Rekognition.Model.Image imageTarget = new
Amazon.Rekognition.Model.Image();
try
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{

using FileStream fs = new FileStream(targetImage, FileMode.Open,
FileAccess.Read);
byte[] data = new byte[fs.Length];
data = new byte[fs.Length];
fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
imageTarget.Bytes = new MemoryStream(data);
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine($"Failed to load target image: {targetImage}");
Console.WriteLine(ex.Message);
return;
}
var compareFacesRequest = new CompareFacesRequest
{
SourceImage = imageSource,
TargetImage = imageTarget,
SimilarityThreshold = similarityThreshold,
};
// Call operation
var compareFacesResponse = await
rekognitionClient.CompareFacesAsync(compareFacesRequest);
// Display results
compareFacesResponse.FaceMatches.ForEach(match =>
{
ComparedFace face = match.Face;
BoundingBox position = face.BoundingBox;
Console.WriteLine($"Face at {position.Left} {position.Top} matches with
{match.Similarity}% confidence.");
});
Console.WriteLine($"Found {compareFacesResponse.UnmatchedFaces.Count}
face(s) that did not match.");
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCompareFacesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

コレクションを作成します
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションを作成する方法を示しています。
詳細については、「コレクションを作成する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
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/// Uses Amazon Rekognition to create a collection to which you can add
/// faces using the IndexFaces operation. The example was created using
/// the AWS SDK for .NET 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateCollection
{
public static async Task Main()
{
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
string collectionId = "MyCollection";
Console.WriteLine("Creating collection: " + collectionId);
var createCollectionRequest = new CreateCollectionRequest
{
CollectionId = collectionId,
};
CreateCollectionResponse createCollectionResponse = await
rekognitionClient.CreateCollectionAsync(createCollectionRequest);
Console.WriteLine($"CollectionArn :
{createCollectionResponse.CollectionArn}");
Console.WriteLine($"Status code : {createCollectionResponse.StatusCode}");
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateCollectionにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

コレクションを削除する
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションを削除する方法を示しています。
詳細については、「コレクションを削除する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to delete an existing collection.
/// The example was created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and
/// .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeleteCollection
{
public static async Task Main()
{
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
string collectionId = "MyCollection";
Console.WriteLine("Deleting collection: " + collectionId);
var deleteCollectionRequest = new DeleteCollectionRequest()
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{
};

CollectionId = collectionId,

var deleteCollectionResponse = await
rekognitionClient.DeleteCollectionAsync(deleteCollectionRequest);
Console.WriteLine($"{collectionId}:
{deleteCollectionResponse.StatusCode}");
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteCollectionにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

コレクションから顔を削除する
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションから顔を削除する方法を示しています。
詳細については、「コレクションから顔を削除する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to delete one or more faces from
/// a Rekognition collection. This example was created using the AWS SDK
/// for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeleteFaces
{
public static async Task Main()
{
string collectionId = "MyCollection";
var faces = new List<string> { "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" };
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
var deleteFacesRequest = new DeleteFacesRequest()
{
CollectionId = collectionId,
FaceIds = faces,
};
DeleteFacesResponse deleteFacesResponse = await
rekognitionClient.DeleteFacesAsync(deleteFacesRequest);
deleteFacesResponse.DeletedFaces.ForEach(face =>
{
Console.WriteLine($"FaceID: {face}");
});
}
}

420

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteFacesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

コレクションを説明する
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションの表示方法を示しています。
詳細については、「コレクションを定義する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to describe the contents of a
/// collection. The example was created using the AWS SDK for .NET version
/// 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DescribeCollection
{
public static async Task Main()
{
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
string collectionId = "MyCollection";
Console.WriteLine($"Describing collection: {collectionId}");
var describeCollectionRequest = new DescribeCollectionRequest()
{
CollectionId = collectionId,
};
var describeCollectionResponse = await
rekognitionClient.DescribeCollectionAsync(describeCollectionRequest);
Console.WriteLine($"Collection ARN:
{describeCollectionResponse.CollectionARN}");
Console.WriteLine($"Face count: {describeCollectionResponse.FaceCount}");
Console.WriteLine($"Face model version:
{describeCollectionResponse.FaceModelVersion}");
Console.WriteLine($"Created:
{describeCollectionResponse.CreationTimestamp}");
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeCollectionにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

イメージ内の顔を検出します
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内の顔を検出する方法を示しています。
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詳細については、「イメージ内の顔を検出する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect faces within an image
/// stored in an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket. This
/// example uses the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DetectFaces
{
public static async Task Main()
{
string photo = "input.jpg";
string bucket = "bucket";
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
var detectFacesRequest = new DetectFacesRequest()
{
Image = new Image()
{
S3Object = new S3Object()
{
Name = photo,
Bucket = bucket,
},
},
// Attributes can be "ALL" or "DEFAULT".
// "DEFAULT": BoundingBox, Confidence, Landmarks, Pose, and Quality.
// "ALL": See https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/
Rekognition/TFaceDetail.html
Attributes = new List<string>() { "ALL" },
};
try
{

DetectFacesResponse detectFacesResponse = await
rekognitionClient.DetectFacesAsync(detectFacesRequest);
bool hasAll = detectFacesRequest.Attributes.Contains("ALL");
foreach (FaceDetail face in detectFacesResponse.FaceDetails)
{
Console.WriteLine($"BoundingBox: top={face.BoundingBox.Left}
left={face.BoundingBox.Top} width={face.BoundingBox.Width}
height={face.BoundingBox.Height}");
Console.WriteLine($"Confidence: {face.Confidence}");
Console.WriteLine($"Landmarks: {face.Landmarks.Count}");
Console.WriteLine($"Pose: pitch={face.Pose.Pitch}
roll={face.Pose.Roll} yaw={face.Pose.Yaw}");
Console.WriteLine($"Brightness:
{face.Quality.Brightness}\tSharpness: {face.Quality.Sharpness}");
if (hasAll)
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{

Console.WriteLine($"Estimated age is between
{face.AgeRange.Low} and {face.AgeRange.High} years old.");
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}
}
}

イメージ内のすべての顔の境界ボックス情報を表示します。
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Drawing;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to display the details of the
/// bounding boxes around the faces detected in an image. This example was
/// created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ImageOrientationBoundingBox
{
public static async Task Main()
{
string photo = @"D:\Development\AWS-Examples\Rekognition\target.jpg"; //
"photo.jpg";
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
var image = new Amazon.Rekognition.Model.Image();
try
{
using var fs = new FileStream(photo, FileMode.Open, FileAccess.Read);
byte[] data = null;
data = new byte[fs.Length];
fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
image.Bytes = new MemoryStream(data);
}
catch (Exception)
{
Console.WriteLine("Failed to load file " + photo);
return;
}
int height;
int width;
// Used to extract original photo width/height
using (var imageBitmap = new Bitmap(photo))
{
height = imageBitmap.Height;
width = imageBitmap.Width;
}
Console.WriteLine("Image Information:");
Console.WriteLine(photo);
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Console.WriteLine("Image Height: " + height);
Console.WriteLine("Image Width: " + width);
try
{

var detectFacesRequest = new DetectFacesRequest()
{
Image = image,
Attributes = new List<string>() { "ALL" },
};

DetectFacesResponse detectFacesResponse = await
rekognitionClient.DetectFacesAsync(detectFacesRequest);
detectFacesResponse.FaceDetails.ForEach(face =>
{
Console.WriteLine("Face:");
ShowBoundingBoxPositions(
height,
width,
face.BoundingBox,
detectFacesResponse.OrientationCorrection);
Console.WriteLine($"BoundingBox: top={face.BoundingBox.Left}
left={face.BoundingBox.Top} width={face.BoundingBox.Width}
height={face.BoundingBox.Height}");
Console.WriteLine($"The detected face is estimated to be between
{face.AgeRange.Low} and {face.AgeRange.High} years old.\n");
});
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}
}

param>

///
///
///
///
///
///

<summary>
Display the bounding box information for an image.
</summary>
<param name="imageHeight">The height of the image.</param>
<param name="imageWidth">The width of the image.</param>
<param name="box">The bounding box for a face found within the image.</

/// <param name="rotation">The rotation of the face's bounding box.</param>
public static void ShowBoundingBoxPositions(int imageHeight, int imageWidth,
BoundingBox box, string rotation)
{
float left;
float top;
if (rotation == null)
{
Console.WriteLine("No estimated orientation. Check Exif data.");
return;
}
// Calculate face position based on image orientation.
switch (rotation)
{
case "ROTATE_0":
left = imageWidth * box.Left;
top = imageHeight * box.Top;
break;
case "ROTATE_90":
left = imageHeight * (1 - (box.Top + box.Height));
top = imageWidth * box.Left;
break;
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case "ROTATE_180":
left = imageWidth - (imageWidth * (box.Left + box.Width));
top = imageHeight * (1 - (box.Top + box.Height));
break;
case "ROTATE_270":
left = imageHeight * box.Top;
top = imageWidth * (1 - box.Left - box.Width);
break;
default:
Console.WriteLine("No estimated orientation information. Check Exif

data.");
}

}

}

return;

// Display face location information.
Console.WriteLine($"Left: {left}");
Console.WriteLine($"Top: {top}");
Console.WriteLine($"Face Width: {imageWidth * box.Width}");
Console.WriteLine($"Face Height: {imageHeight * box.Height}");

• API 詳細については、「」を参照してくださいDetectFacesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

イメージ内のラベルを検出する
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内のラベルを検出する方法を示しています。
詳細については、「イメージ内のラベルを検出する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect labels within an image
/// stored in an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket. This
/// example was created using the AWS SDK for .NET and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DetectLabels
{
public static async Task Main()
{
string photo = "del_river_02092020_01.jpg"; // "input.jpg";
string bucket = "igsmiths3photos"; // "bucket";
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
var detectlabelsRequest = new DetectLabelsRequest
{
Image = new Image()
{
S3Object = new S3Object()
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{

};

Name = photo,
Bucket = bucket,

},
},
MaxLabels = 10,
MinConfidence = 75F,

try
{

DetectLabelsResponse detectLabelsResponse = await
rekognitionClient.DetectLabelsAsync(detectlabelsRequest);
Console.WriteLine("Detected labels for " + photo);
foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels)
{
Console.WriteLine($"Name: {label.Name} Confidence:
{label.Confidence}");
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}
}
}

コンピュータに保存されているイメージファイル内のラベルを検出します。
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect labels within an image
/// stored locally. This example was created using the AWS SDK for .NET
/// and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DetectLabelsLocalFile
{
public static async Task Main()
{
string photo = "input.jpg";
var image = new Amazon.Rekognition.Model.Image();
try
{
using var fs = new FileStream(photo, FileMode.Open, FileAccess.Read);
byte[] data = null;
data = new byte[fs.Length];
fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
image.Bytes = new MemoryStream(data);
}
catch (Exception)
{
Console.WriteLine("Failed to load file " + photo);
return;
}
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
var detectlabelsRequest = new DetectLabelsRequest
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{

};

Image = image,
MaxLabels = 10,
MinConfidence = 77F,

try
{

DetectLabelsResponse detectLabelsResponse = await
rekognitionClient.DetectLabelsAsync(detectlabelsRequest);
Console.WriteLine($"Detected labels for {photo}");
foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels)
{
Console.WriteLine($"{label.Name}: {label.Confidence}");
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDetectLabelsにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

イメージでモデレーションラベルを検出する
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内のモデレーションラベルを検出する方法を示していま
す。モデレーションラベルは、一部のオーディエンスにとって不適切なコンテンツを識別します。
詳細については、「不適切なイメージを検出する」を参照してください。。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect unsafe content in a
/// JPEG or PNG format image. This example was created using the AWS SDK
/// for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DetectModerationLabels
{
public static async Task Main(string[] args)
{
string photo = "input.jpg";
string bucket = "bucket";
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
var detectModerationLabelsRequest = new DetectModerationLabelsRequest()
{
Image = new Image()
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{

};

S3Object = new S3Object()
{
Name = photo,
Bucket = bucket,
},

},
MinConfidence = 60F,

try
{

var detectModerationLabelsResponse = await
rekognitionClient.DetectModerationLabelsAsync(detectModerationLabelsRequest);
Console.WriteLine("Detected labels for " + photo);
foreach (ModerationLabel label in
detectModerationLabelsResponse.ModerationLabels)
{
Console.WriteLine($"Label: {label.Name}");
Console.WriteLine($"Confidence: {label.Confidence}");
Console.WriteLine($"Parent: {label.ParentName}");
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDetectModerationLabelsにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

イメージ内のテキストを検出する
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内のテキストを検出する方法を示しています。
詳細については、「イメージ内のテキストを検出する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect text in an image. The
/// example was created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET
/// Core 5.0.
/// </summary>
public class DetectText
{
public static async Task Main()
{
string photo = "Dad_photographer.jpg"; // "input.jpg";
string bucket = "igsmiths3photos"; // "bucket";
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var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
var detectTextRequest = new DetectTextRequest()
{
Image = new Image()
{
S3Object = new S3Object()
{
Name = photo,
Bucket = bucket,
},
},
};
try
{

DetectTextResponse detectTextResponse = await
rekognitionClient.DetectTextAsync(detectTextRequest);
Console.WriteLine($"Detected lines and words for {photo}");
detectTextResponse.TextDetections.ForEach(text =>
{
Console.WriteLine($"Detected: {text.DetectedText}");
Console.WriteLine($"Confidence: {text.Confidence}");
Console.WriteLine($"Id : {text.Id}");
Console.WriteLine($"Parent Id: {text.ParentId}");
Console.WriteLine($"Type: {text.Type}");
});
}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine(e.Message);
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDetectTextにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

有名人に関する情報を取得する
次のコード例は、Amazon Rekognition を使用して有名人に関する情報を取得する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Shows how to use Amazon Rekognition to retrieve information about the
/// celebrity identified by the supplied celebrity Id. This example was
/// created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CelebrityInfo
{
public static async Task Main()
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{

string celebId = "nnnnnnnn";
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
var celebrityInfoRequest = new GetCelebrityInfoRequest
{
Id = celebId,
};
Console.WriteLine($"Getting information for celebrity: {celebId}");

var celebrityInfoResponse = await
rekognitionClient.GetCelebrityInfoAsync(celebrityInfoRequest);

}

}

// Display celebrity information.
Console.WriteLine($"celebrity name: {celebrityInfoResponse.Name}");
Console.WriteLine("Further information (if available):");
celebrityInfoResponse.Urls.ForEach(url =>
{
Console.WriteLine(url);
});

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetCelebrityInfoにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

コレクションに顔をインデックス付けする
次のコード例は、イメージで顔のインデックスを作成し Amazon Rekognition コレクションに追加する方
法を示しています。
詳細については、「コレクションに顔を追加する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect faces in an image
/// that has been uploaded to an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
/// bucket and then adds the information to a collection. The example was
/// created using the AWS SDK for .NET and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class AddFaces
{
public static async Task Main()
{
string collectionId = "MyCollection2";
string bucket = "doc-example-bucket";
string photo = "input.jpg";
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var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
var image = new Image
{
S3Object = new S3Object
{
Bucket = bucket,
Name = photo,
},
};
var indexFacesRequest = new IndexFacesRequest
{
Image = image,
CollectionId = collectionId,
ExternalImageId = photo,
DetectionAttributes = new List<string>() { "ALL" },
};
IndexFacesResponse indexFacesResponse = await
rekognitionClient.IndexFacesAsync(indexFacesRequest);
Console.WriteLine($"{photo} added");
foreach (FaceRecord faceRecord in indexFacesResponse.FaceRecords)
{
Console.WriteLine($"Face detected: Faceid is
{faceRecord.Face.FaceId}");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいIndexFacesにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

コレクションの一覧表示
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションを一覧表示する方法を示しています。
コレクションの詳細については、「コレクションを一覧表示する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazpon Rekognition Service to list the collection IDs in the
/// default user account. This example was crated using the AWS SDK for
/// .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListCollections
{
public static async Task Main()
{
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
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Console.WriteLine("Listing collections");
int limit = 10;
var listCollectionsRequest = new ListCollectionsRequest
{
MaxResults = limit,
};
var listCollectionsResponse = new ListCollectionsResponse();
do
{

if (listCollectionsResponse is not null)
{
listCollectionsRequest.NextToken =
listCollectionsResponse.NextToken;
}
listCollectionsResponse = await
rekognitionClient.ListCollectionsAsync(listCollectionsRequest);
listCollectionsResponse.CollectionIds.ForEach(id =>
{
Console.WriteLine(id);
});

}

}

}
while (listCollectionsResponse.NextToken is not null);

• API 詳細については、「」を参照してくださいListCollectionsにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

コレクション内の顔を一覧表示する
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクション内の顔を一覧表示する方法を示しています。
詳細については、「コレクションに顔を保存する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to retrieve the list of faces
/// stored in a collection. The example was created using AWS SDK for
/// .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListFaces
{
public static async Task Main()
{
string collectionId = "MyCollection2";
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var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
var listFacesResponse = new ListFacesResponse();
Console.WriteLine($"Faces in collection {collectionId}");
var listFacesRequest = new ListFacesRequest
{
CollectionId = collectionId,
MaxResults = 1,
};
do
{

listFacesResponse = await
rekognitionClient.ListFacesAsync(listFacesRequest);
listFacesResponse.Faces.ForEach(face =>
{
Console.WriteLine(face.FaceId);
});

}

}

listFacesRequest.NextToken = listFacesResponse.NextToken;
}
while (!string.IsNullOrEmpty(listFacesResponse.NextToken));

• API 詳細については、「」を参照してくださいListFacesにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

イメージ内の有名人を認識する
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内の有名人を認識する方法を示しています。
詳細については、「イメージ内で有名人を認識する」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Shows how to use Amazon Rekognition to identify celebrities in a photo.
/// This example was created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and
/// .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CelebritiesInImage
{
public static async Task Main(string[] args)
{
string photo = "moviestars.jpg";
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
var recognizeCelebritiesRequest = new RecognizeCelebritiesRequest();
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var img = new Amazon.Rekognition.Model.Image();
byte[] data = null;
try
{
using var fs = new FileStream(photo, FileMode.Open, FileAccess.Read);
data = new byte[fs.Length];
fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
}
catch (Exception)
{
Console.WriteLine($"Failed to load file {photo}");
return;
}
img.Bytes = new MemoryStream(data);
recognizeCelebritiesRequest.Image = img;
Console.WriteLine($"Looking for celebrities in image {photo}\n");
var recognizeCelebritiesResponse = await
rekognitionClient.RecognizeCelebritiesAsync(recognizeCelebritiesRequest);
Console.WriteLine($"{recognizeCelebritiesResponse.CelebrityFaces.Count}
celebrity(s) were recognized.\n");
recognizeCelebritiesResponse.CelebrityFaces.ForEach(celeb =>
{
Console.WriteLine($"Celebrity recognized: {celeb.Name}");
Console.WriteLine($"Celebrity ID: {celeb.Id}");
BoundingBox boundingBox = celeb.Face.BoundingBox;
Console.WriteLine($"position: {boundingBox.Left} {boundingBox.Top}");
Console.WriteLine("Further information (if available):");
celeb.Urls.ForEach(url =>
{
Console.WriteLine(url);
});
});
Console.WriteLine($"{recognizeCelebritiesResponse.UnrecognizedFaces.Count}
face(s) were unrecognized.");
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいRecognizeCelebritiesにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

コレクション内での顔の検索
次のコード例は、コレクションの別の顔と一致する Amazon Rekognition コレクション内の顔を検索する
方法を示しています。
詳細については、顔 (フェイス ID) を検索する を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
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using Amazon.Rekognition.Model;
/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to find faces in an image that
/// match the face Id provided in the method request. This example was
/// created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class SearchFacesMatchingId
{
public static async Task Main()
{
string collectionId = "MyCollection";
string faceId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
// Search collection for faces matching the face id.
var searchFacesRequest = new SearchFacesRequest
{
CollectionId = collectionId,
FaceId = faceId,
FaceMatchThreshold = 70F,
MaxFaces = 2,
};
SearchFacesResponse searchFacesResponse = await
rekognitionClient.SearchFacesAsync(searchFacesRequest);
Console.WriteLine("Face matching faceId " + faceId);
Console.WriteLine("Matche(s): ");
searchFacesResponse.FaceMatches.ForEach(face =>
{
Console.WriteLine($"FaceId: {face.Face.FaceId} Similarity:
{face.Similarity}");
});
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいSearchFacesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

リファレンスイメージと比較したコレクション内の顔を検索する
次のコード例は、リファレンスイメージと比較した Amazon Rekognition コレクション内の顔を検索する
方法を示しています。
詳細については、「顔を検索する (イメージ)」を参照してください。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Rekognition;
Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
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/// Uses the Amazon Rekognition Service to search for images matching those
/// in a collection. The example was created using the AWS SDK for .NET
/// version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class SearchFacesMatchingImage
{
public static async Task Main()
{
string collectionId = "MyCollection";
string bucket = "bucket";
string photo = "input.jpg";
var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();
// Get an image object from S3 bucket.
var image = new Image()
{
S3Object = new S3Object()
{
Bucket = bucket,
Name = photo,
},
};
var searchFacesByImageRequest = new SearchFacesByImageRequest()
{
CollectionId = collectionId,
Image = image,
FaceMatchThreshold = 70F,
MaxFaces = 2,
};
SearchFacesByImageResponse searchFacesByImageResponse = await
rekognitionClient.SearchFacesByImageAsync(searchFacesByImageRequest);
Console.WriteLine("Faces matching largest face in image from " + photo);
searchFacesByImageResponse.FaceMatches.ForEach(face =>
{
Console.WriteLine($"FaceId: {face.Face.FaceId}, Similarity:
{face.Similarity}");
});
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいSearchFacesByImageにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

Amazon S3 例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon S3 の使用。
アクションは、Amazon S3 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 437)
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• シナリオ (p. 443)

アクション
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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Copies an object in an Amazon S3 bucket to a folder within the
/// same bucket.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon S3 client object.</param>
/// <param name="bucketName">The name of the Amazon S3 bucket where the
/// object to copy is located.</param>
/// <param name="objectName">The object to be copied.</param>
/// <param name="folderName">The folder to which the object will
/// be copied.</param>
/// <returns>A boolean value that indicates the success or failure of
/// the copy operation.</returns>
public static async Task<bool> CopyObjectInBucketAsync(
IAmazonS3 client,
string bucketName,
string objectName,
string folderName)
{
try
{
var request = new CopyObjectRequest
{
SourceBucket = bucketName,
SourceKey = objectName,
DestinationBucket = bucketName,
DestinationKey = $"{folderName}\\{objectName}",
};
var response = await client.CopyObjectAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
catch (AmazonS3Exception ex)
{
Console.WriteLine($"Error copying object: '{ex.Message}'");
return false;
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCopyObjectにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

バケットの作成
次のコード例は、S3 バケットを作成する方法を示しています。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Shows how to create a new Amazon S3 bucket.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon S3 client object.</param>
/// <param name="bucketName">The name of the bucket to create.</param>
/// <returns>A boolean value representing the success or failure of
/// the bucket creation process.</returns>
public static async Task<bool> CreateBucketAsync(IAmazonS3 client, string
bucketName)
{
try
{
var request = new PutBucketRequest
{
BucketName = bucketName,
UseClientRegion = true,
};
var response = await client.PutBucketAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

}

}
catch (AmazonS3Exception ex)
{
Console.WriteLine($"Error creating bucket: '{ex.Message}'");
return false;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateBucketにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

param>

///
///
///
///
///

<summary>
Shows how to delete an Amazon S3 bucket.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon S3 client object.</param>
<param name="bucketName">The name of the Amazon S3 bucket to delete.</

/// <returns>A boolean value that represents the success or failure of
/// the delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteBucketAsync(IAmazonS3 client, string
bucketName)
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{

}

var request = new DeleteBucketRequest
{
BucketName = bucketName,
};
var response = await client.DeleteBucketAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteBucketにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
S3 バケットからすべてのオブジェクトを削除します。

/// <summary>
/// Delete all of the objects stored in an existing Amazon S3 bucket.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon S3 client object.</param>
/// <param name="bucketName">The name of the bucket from which the
/// contents will be deleted.</param>
/// <returns>A boolean value that represents the success or failure of
/// deleting all of the objects in the bucket.</returns>
public static async Task<bool> DeleteBucketContentsAsync(IAmazonS3 client,
string bucketName)
{
// Iterate over the contents of the bucket and delete all objects.
var request = new ListObjectsV2Request
{
BucketName = bucketName,
};
try
{

var response = await client.ListObjectsV2Async(request);
do
{

response.S3Objects
.ForEach(async obj => await
client.DeleteObjectAsync(bucketName, obj.Key));
// If the response is truncated, set the request ContinuationToken
// from the NextContinuationToken property of the response.
request.ContinuationToken = response.NextContinuationToken;

}
while (response.IsTruncated);
}

return true;
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}

catch (AmazonS3Exception ex)
{
Console.WriteLine($"Error deleting objects: {ex.Message}");
return false;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteObjectsにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Shows how to download an object from an Amazon S3 bucket to the
/// local computer.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon S3 client object.</param>
/// <param name="bucketName">The name of the bucket where the object is
/// currently stored.</param>
/// <param name="objectName">The name of the object to download.</param>
/// <param name="filePath">The path, including filename, where the
/// downloaded object will be stored.</param>
/// <returns>A boolean value indicating the success or failure of the
/// download process.</returns>
public static async Task<bool> DownloadObjectFromBucketAsync(
IAmazonS3 client,
string bucketName,
string objectName,
string filePath)
{
// Create a GetObject request
var request = new GetObjectRequest
{
BucketName = bucketName,
Key = objectName,
};
// Issue request and remember to dispose of the response
using GetObjectResponse response = await client.GetObjectAsync(request);
try
{

// Save object to local file
await response.WriteResponseStreamToFileAsync($"{filePath}\
\{objectName}", true, System.Threading.CancellationToken.None);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
catch (AmazonS3Exception ex)
{
Console.WriteLine($"Error saving {objectName}: {ex.Message}");
return false;

440

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ

}

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetObjectにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Shows how to list the objects in an Amazon S3 bucket.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon S3 client object.</param>
/// <param name="bucketName">The name of the bucket for which to list
/// the contents.</param>
/// <returns>A boolean value indicating the success or failure of the
/// copy operation.</returns>
public static async Task<bool> ListBucketContentsAsync(IAmazonS3 client, string
bucketName)
{
try
{
var request = new ListObjectsV2Request
{
BucketName = bucketName,
MaxKeys = 5,
};
Console.WriteLine("--------------------------------------");
Console.WriteLine($"Listing the contents of {bucketName}:");
Console.WriteLine("--------------------------------------");
var response = new ListObjectsV2Response();
do
{

response = await client.ListObjectsV2Async(request);

response.S3Objects
.ForEach(obj => Console.WriteLine($"{obj.Key,-35}
{obj.LastModified.ToShortDateString(),10}{obj.Size,10}"));
// If the response is truncated, set the request ContinuationToken
// from the NextContinuationToken property of the response.
request.ContinuationToken = response.NextContinuationToken;

}
while (response.IsTruncated);

return true;
}
catch (AmazonS3Exception ex)
{
Console.WriteLine($"Error encountered on server. Message:'{ex.Message}'
getting list of objects.");
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}

}

return false;

• API 詳細については、「」を参照してくださいListObjectsにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Shows how to upload a file from the local computer to an Amazon S3
/// bucket.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized Amazon S3 client object.</param>
/// <param name="bucketName">The Amazon S3 bucket to which the object
/// will be uploaded.</param>
/// <param name="objectName">The object to upload.</param>
/// <param name="filePath">The path, including file name, of the object
/// on the local computer to upload.</param>
/// <returns>A boolean value indicating the success or failure of the
/// upload procedure.</returns>
public static async Task<bool> UploadFileAsync(
IAmazonS3 client,
string bucketName,
string objectName,
string filePath)
{
var request = new PutObjectRequest
{
BucketName = bucketName,
Key = objectName,
FilePath = filePath,
};
var response = await client.PutObjectAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully uploaded {objectName} to
{bucketName}.");
return true;
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not upload {objectName} to {bucketName}.");
return false;
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいPutObjectにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。
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シナリオ
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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.S3;

public class S3_Basics
{
public static async Task Main()
{
// Create an Amazon S3 client object. The constructor uses the
// default user installed on the system. To work with Amazon S3
// features in a different AWS Region, pass the AWS Region as a
// parameter to the client constructor.
IAmazonS3 client = new AmazonS3Client();
string bucketName = string.Empty;
string filePath = string.Empty;
string keyName = string.Empty;

bucket");

Console.WriteLine("Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) basic");
Console.WriteLine("procedures. This application will:");
Console.WriteLine("\n\t1. Create a bucket");
Console.WriteLine("\n\t2. Upload an object to the new bucket");
Console.WriteLine("\n\t3. Copy the uploaded object to a folder in the
Console.WriteLine("\n\t4. List the items in the new bucket");
Console.WriteLine("\n\t5. Delete all the items in the bucket");
Console.WriteLine("\n\t6. Delete the bucket");

Console.WriteLine("----------------------------------------------------------");
// Create a bucket.
Console.WriteLine("\nCreate a new Amazon S3 bucket.\n");
Console.Write("Please enter a name for the new bucket: ");
bucketName = Console.ReadLine();
var success = await S3Bucket.CreateBucketAsync(client, bucketName);
if (success)
{
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Console.WriteLine($"Successfully created bucket: {bucketName}.\n");

}
else
{
}

Console.WriteLine($"Could not create bucket: {bucketName}.\n");

Console.WriteLine("Upload a file to the new bucket.");
// Get the local path and filename for the file to upload.
while (string.IsNullOrEmpty(filePath))
{
Console.Write("Please enter the path and filename of the file to

upload: ");

filePath = Console.ReadLine();

}

// Confirm that the file exists on the local computer.
if (!File.Exists(filePath))
{
Console.WriteLine($"Couldn't find {filePath}. Try again.\n");
filePath = string.Empty;
}

// Get the file name from the full path.
keyName = Path.GetFileName(filePath);
filePath);

success = await S3Bucket.UploadFileAsync(client, bucketName, keyName,

if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully uploaded {keyName} from {filePath} to
{bucketName}.\n");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not upload {keyName}.\n");
}
// Set the file path to an empty string to avoid overwriting the
// file we just uploaded to the bucket.
filePath = string.Empty;

");

// Now get a new location where we can save the file.
while (string.IsNullOrEmpty(filePath))
{
// First get the path to which the file will be downloaded.
Console.Write("Please enter the path where the file will be downloaded:
filePath = Console.ReadLine();

location.\n");
}

// Confirm that the file exists on the local computer.
if (File.Exists($"{filePath}\\{keyName}"))
{
Console.WriteLine($"Sorry, the file already exists in that
}

filePath = string.Empty;

// Download an object from a bucket.
success = await S3Bucket.DownloadObjectFromBucketAsync(client, bucketName,
keyName, filePath);
if (success)

444

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ
{

Console.WriteLine($"Successfully downloaded {keyName}.\n");

}
else
{
}

Console.WriteLine($"Sorry, could not download {keyName}.\n");

// Copy the object to a different folder in the bucket.
string folderName = string.Empty;
while (string.IsNullOrEmpty(folderName))
{
Console.Write("Please enter the name of the folder to copy your object

to: ");

}

folderName = Console.ReadLine();

while (string.IsNullOrEmpty(keyName))
{
// Get the name to give to the object once uploaded.
Console.Write("Enter the name of the object to copy: ");
keyName = Console.ReadLine();
}
await S3Bucket.CopyObjectInBucketAsync(client, bucketName, keyName,
folderName);
// List the objects in the bucket.
await S3Bucket.ListBucketContentsAsync(client, bucketName);
// Delete the contents of the bucket.
await S3Bucket.DeleteBucketContentsAsync(client, bucketName);

bucket.");

}

}

// Deleting the bucket too quickly after deleting its contents will
// cause an error that the bucket isn't empty. So...
Console.WriteLine("Press <Enter> when you are ready to delete the
_ = Console.ReadLine();
// Delete the bucket.
await S3Bucket.DeleteBucketAsync(client, bucketName);

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の以下のトピックを参照してくだ
さい。
• CopyObject
• CreateBucket
• DeleteBucket
• DeleteObjects
• GetObject
• ListObjects
• PutObject

大容量ファイルのアップロードまたはダウンロード
次のコード例は、Amazon S3 で大きなファイルをアップロードまたはダウンロードする方法を示していま
す。
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詳細については、「マルチパートアップロードを使用したオブジェクトのアップロード」を参照してくだ
さい。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
Amazon S3 を使用して、S3バケットとの間でファイルを転送する関数を呼び出します
TransferUtility。
global
global
global
global
global
global

using
using
using
using
using
using

System.Text;
Amazon;
Amazon.S3;
Amazon.S3.Model;
Amazon.S3.Transfer;
TransferUtilityBasics;

// This Amazon S3 client uses the default user credentials
// defined for this computer.
IAmazonS3 client = new AmazonS3Client();
var transferUtil = new TransferUtility(client);
// Change the following values to an Amazon S3 bucket that
// exists in your AWS account.
var bucketName = "doc-example-bucket1";
var localPath =
$"{Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData)}\
\TransferFolder";
DisplayInstructions();
PressEnter();
// Upload a single file to an S3 bucket.
var fileToUpload = "UploadTest.docx";
Console.WriteLine($"Uploading {fileToUpload} to the S3 bucket, {bucketName}.");
var success = await TransferMethods.UploadSingleFileAsync(transferUtil, bucketName,
fileToUpload, localPath);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully uploaded the file, {fileToUpload} to
{bucketName}.");
}
PressEnter();
// Upload a local directory to an S3 bucket.
var keyPrefix = "UploadFolder";
var uploadPath = $"{localPath}\\UploadFolder";
Console.WriteLine($"Uploading the files in {uploadPath} to {bucketName}");
Console.WriteLine($"{uploadPath} contains the following files:");
DisplayLocalFiles(uploadPath);
Console.WriteLine();
success = await TransferMethods.UploadFullDirectoryAsync(transferUtil, bucketName,
keyPrefix, uploadPath);
if (success)
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{

Console.WriteLine($"Successfully uploaded the files in {uploadPath} to
{bucketName}.");
Console.WriteLine($"{bucketName} currently contains the following files:");
await DisplayBucketFiles(client, bucketName, keyPrefix);
Console.WriteLine();

}

PressEnter();
// Download a single file from an S3 bucket.
var keyName = "FileToDownload.docx";
Console.WriteLine($"Downloading {keyName} from {bucketName}.");
success = await TransferMethods.DownloadSingleFileAsync(transferUtil, bucketName,
keyName, localPath);
if (success)
{
Console.WriteLine("$Successfully downloaded the file, {keyName} from
{bucketName}.");
}
PressEnter();
// Download the contents of a directory from an S3 bucket.
var s3Path = "DownloadFolder";
var downloadPath = $"{localPath}\\DownloadFolder";
Console.WriteLine($"Downloading the contents of {bucketName}\\{s3Path}");
Console.WriteLine($"{bucketName}\\{s3Path} contains the following files:");
await DisplayBucketFiles(client, bucketName, s3Path);
Console.WriteLine();
success = await TransferMethods.DownloadS3DirectoryAsync(transferUtil, bucketName,
s3Path, downloadPath);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Downloaded the files in {bucketName} to {downloadPath}.");
Console.WriteLine($"{downloadPath} now contains the fillowing files:");
DisplayLocalFiles(downloadPath);
}
Console.WriteLine("\nThe TransferUtility Basics application has completed.");
PressEnter();
static void DisplayInstructions()
{
var sepBar = new string('-', 80);
Console.Clear();
Console.WriteLine(sepBar);
Console.WriteLine(CenterText("Amazon S3 Transfer Utility Basics"));
Console.WriteLine(sepBar);
Console.WriteLine("This program shows how to use the Amazon S3 Transfer Utility.");
Console.WriteLine("It performs the following actions:");
Console.WriteLine("\t1. Upload a single object to an S3 bucket.");
Console.WriteLine("\t2. Upload all an entire directory from the local computer to
an\n\t S3 bucket.");
Console.WriteLine("\t3. Download a single object from an S3 bucket.");
Console.WriteLine("\t4. Download the objects in an S3 bucket to a local
directory.");
Console.WriteLine($"\n{sepBar}");

}
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static void PressEnter()
{
Console.WriteLine("Press <Enter> to continue.");
_ = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("\n");
}
static string CenterText(string textToCenter)
{
var centeredText = new StringBuilder();
centeredText.Append(new string(' ', (int)(80 - textToCenter.Length) / 2));
centeredText.Append(textToCenter);
return centeredText.ToString();
}
static void DisplayLocalFiles(string localPath)
{
var fileList = Directory.GetFiles(localPath);
if (fileList is not null)
{
foreach (var fileName in fileList)
{
Console.WriteLine(fileName);
}
}
}
static async Task DisplayBucketFiles(IAmazonS3 client, string bucketName, string
s3Path)
{
ListObjectsV2Request request = new()
{
BucketName = bucketName,
Prefix = s3Path,
MaxKeys = 5,
};
var response = new ListObjectsV2Response();
do
{

response = await client.ListObjectsV2Async(request);
response.S3Objects
.ForEach(obj => Console.WriteLine($"{obj.Key}"));

}

// If the response is truncated, set the request ContinuationToken
// from the NextContinuationToken property of the response.
request.ContinuationToken = response.NextContinuationToken;
} while (response.IsTruncated);

1 つのファイルをアップロードします。
public static async Task<bool> UploadSingleFileAsync(
TransferUtility transferUtil,
string bucketName,
string fileName,
string localPath)
{
if (File.Exists($"{localPath}\\{fileName}"))
{
try
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{

await transferUtil.UploadAsync(new TransferUtilityUploadRequest
{
BucketName = bucketName,
Key = fileName,
FilePath = $"{localPath}\\{fileName}",
});

return true;
}
catch (AmazonS3Exception s3Ex)
{
Console.WriteLine($"Could not upload {fileName} from {localPath}

because:");

}

Console.WriteLine(s3Ex.Message);
return false;

}
else
{

}

}

Console.WriteLine($"{fileName} does not exist in {localPath}");
return false;

ローカルディレクトリ全体をアップロードします。
public static async Task<bool> UploadFullDirectoryAsync(
TransferUtility transferUtil,
string bucketName,
string keyPrefix,
string localPath)
{
if (Directory.Exists(localPath))
{
try
{
await transferUtil.UploadDirectoryAsync(new
TransferUtilityUploadDirectoryRequest
{
BucketName = bucketName,
KeyPrefix = keyPrefix,
Directory = localPath,
});
return true;
}
catch (AmazonS3Exception s3Ex)
{
Console.WriteLine($"Can't upload the contents of {localPath}

because:");

}

Console.WriteLine(s3Ex?.Message);
return false;

}
else
{

}

}

Console.WriteLine($"The directory {localPath} does not exist.");
return false;
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1 つのファイルをダウンロードします。
public static async Task<bool> DownloadSingleFileAsync(
TransferUtility transferUtil,
string bucketName,
string keyName,
string localPath)
{
await transferUtil.DownloadAsync(new TransferUtilityDownloadRequest
{
BucketName = bucketName,
Key = keyName,
FilePath = $"{localPath}\\{keyName}",
});

}

if (File.Exists($"{localPath}\\{keyName}"))
{
return true;
}
else
{
return false;
}

S3 バケットの内容をダウンロードします。
public static async Task<bool> DownloadS3DirectoryAsync(
TransferUtility transferUtil,
string bucketName,
string s3Path,
string localPath)
{
await transferUtil.DownloadDirectoryAsync(new
TransferUtilityDownloadDirectoryRequest
{
BucketName = bucketName,
LocalDirectory = localPath,
S3Directory = s3Path,
});

}

if (Directory.Exists(localPath))
{
return true;
}
else
{
return false;
}

S3 Glacier での例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETS3 Glacier と
アクションは、個々の S3 Glacier 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
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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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 451)

アクション
タグを追加する
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトにタグを追加する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Glacier;
Amazon.Glacier.Model;

public class AddTagsToVault
{
public static async Task Main(string[] args)
{
string vaultName = "example-vault";
var client = new AmazonGlacierClient();
var request = new AddTagsToVaultRequest
{
Tags = new Dictionary<string, string>
{
{ "examplekey1", "examplevalue1" },
{ "examplekey2", "examplevalue2" },
},
AccountId = "-",
VaultName = vaultName,
};

}

}

var response = await client.AddTagsToVaultAsync(request);

• API 詳細については、「」を参照してくださいAddTagsToVaultにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

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。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Glacier;
Amazon.Glacier.Model;

public class CreateVault
{
static async Task Main(string[] args)
{
string vaultName = "example-vault";
var client = new AmazonGlacierClient();
var request = new CreateVaultRequest
{
// Setting the AccountId to "-" means that
// the account associated with the default
// client will be used.
AccountId = "-",
VaultName = vaultName,
};
var response = await client.CreateVaultAsync(request);

}

}

Console.WriteLine($"Created {vaultName} at: {response.Location}");

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateVaultにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

ジョブの説明
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ジョブの説明方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Glacier;
Amazon.Glacier.Model;

public class DescribeVault
{
public static async Task Main(string[] args)
{
string vaultName = "example-vault";
var client = new AmazonGlacierClient();
var request = new DescribeVaultRequest
{
AccountId = "-",
VaultName = vaultName,
};
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var response = await client.DescribeVaultAsync(request);
// Display the information about the vault.
Console.WriteLine($"{response.VaultName}\tARN: {response.VaultARN}");
Console.WriteLine($"Created on: {response.CreationDate}\tNumber of
Archives: {response.NumberOfArchives}\tSize (in bytes): {response.SizeInBytes}");
if (response.LastInventoryDate != DateTime.MinValue)
{
Console.WriteLine($"Last inventory: {response.LastInventoryDate}");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDescribeJobにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

アーカイブのダウンロード
次のコード例は、Amazon S3 Glacier アーカイブをダウンロードする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
Amazon;
Amazon.Glacier;
Amazon.Glacier.Transfer;
Amazon.Runtime;

class DownloadArchiveHighLevel
{
private static readonly string VaultName = "examplevault";
private static readonly string ArchiveId = "*** Provide archive ID ***";
private static readonly string DownloadFilePath = "*** Provide the file name
and path to where to store the download ***";
private static int currentPercentage = -1;
static void Main()
{
try
{
var manager = new ArchiveTransferManager(RegionEndpoint.USEast2);
var options = new DownloadOptions
{
StreamTransferProgress = Progress,
};
// Download an archive.
Console.WriteLine("Intiating the archive retrieval job and then polling
SQS queue for the archive to be available.");
Console.WriteLine("Once the archive is available, downloading will
begin.");
manager.DownloadAsync(VaultName, ArchiveId, DownloadFilePath, options);
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadKey();
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}
catch (AmazonGlacierException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

}

}

Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadKey();

static void Progress(object sender, StreamTransferProgressArgs args)
{
if (args.PercentDone != currentPercentage)
{
currentPercentage = args.PercentDone;
Console.WriteLine("Downloaded {0}%", args.PercentDone);
}
}

ジョブのリスト表示
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ジョブをリストする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Glacier;
Amazon.Glacier.Model;

class ListJobs
{
static async Task Main(string[] args)
{
var client = new AmazonGlacierClient();
var vaultName = "example-vault";
var request = new ListJobsRequest
{
// Using a hyphen "=" for the Account Id will
// cause the SDK to use the Account Id associated
// with the default user.
AccountId = "-",
VaultName = vaultName,
};
var response = await client.ListJobsAsync(request);
if (response.JobList.Count > 0)
{
response.JobList.ForEach(job => {
Console.WriteLine($"{job.CreationDate} {job.JobDescription}");
});
}
else

454

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ
{

}

}

}

Console.WriteLine($"No jobs were found for {vaultName}.");

• API 詳細については、「」を参照してくださいListJobsにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

タグをリスト表示する
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールト用のタグを一覧表示する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Glacier;
Amazon.Glacier.Model;

class ListTagsForVault
{
static async Task Main(string[] args)
{
var client = new AmazonGlacierClient();
var vaultName = "example-vault";
var request = new ListTagsForVaultRequest
{
// Using a hyphen "=" for the Account Id will
// cause the SDK to use the Account Id associated
// with the default user.
AccountId = "-",
VaultName = vaultName,
};
var response = await client.ListTagsForVaultAsync(request);

}

}

if (response.Tags.Count > 0)
{
foreach (KeyValuePair<string, string> tag in response.Tags)
{
Console.WriteLine($"Key: {tag.Key}, value: {tag.Value}");
}
}
else
{
Console.WriteLine($"{vaultName} has no tags.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListTagsForVaultにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。
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ボールトのリスト
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトを一覧表示する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Glacier;
Amazon.Glacier.Model;

public class ListVaults
{
public static async Task Main(string[] args)
{
var client = new AmazonGlacierClient();
var request = new ListVaultsRequest
{
AccountId = "-",
Limit = 5,
};
var response = await client.ListVaultsAsync(request);
List<DescribeVaultOutput> vaultList = response.VaultList;
vaultList.ForEach(v => { Console.WriteLine($"{v.VaultName} ARN:
{v.VaultARN}"); });
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListVaultsにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

ボールトにアーカイブをアップロードする
次のコード例は、アーカイブを Amazon S3 Glacier ボールトにアップロードする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon;
Amazon.Glacier;
Amazon.Glacier.Transfer;

public class UploadArchiveHighLevel
{
private static readonly string VaultName = "example-vault";
private static readonly string ArchiveToUpload = "*** Provide file name (with
full path) to upload ***";
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public static async Task Main()
{
try
{
var manager = new ArchiveTransferManager(RegionEndpoint.USWest2);
// Upload an archive.
var response = await manager.UploadAsync(VaultName, "upload archive
test", ArchiveToUpload);
Console.WriteLine("Copy and save the ID for use in other examples.");
Console.WriteLine($"Archive ID: {response.ArchiveId}");
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadKey();

}

}

}
catch (AmazonGlacierException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいUploadArchiveにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

Amazon SES での例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon SES で
アクション個々の Amazon SES 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 457)

アクション
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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Create an email template.
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/// </summary>
/// <param name="name">Name of the template.</param>
/// <param name="subject">Email subject.</param>
/// <param name="text">Email body text.</param>
/// <param name="html">Email HTML body text.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> CreateEmailTemplateAsync(string name, string subject,
string text,
string html)
{
var success = false;
try
{
var response = await _amazonSimpleEmailService.CreateTemplateAsync(
new CreateTemplateRequest
{
Template = new Template
{
TemplateName = name,
SubjectPart = subject,
TextPart = text,
HtmlPart = html
}
});
success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("CreateEmailTemplateAsync failed with exception: " +
ex.Message);
}
}

return success;

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateTemplateにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Delete an email template.
/// </summary>
/// <param name="templateName">Name of the template.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteEmailTemplateAsync(string templateName)
{
var success = false;
try
{
var response = await _amazonSimpleEmailService.DeleteTemplateAsync(
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new DeleteTemplateRequest
{
TemplateName = templateName
});
success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;

}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("DeleteEmailTemplateAsync failed with exception: " +
ex.Message);
}
}

return success;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteTemplateにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Delete an email identity.
/// </summary>
/// <param name="identityEmail">The identity email to delete.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteIdentityAsync(string identityEmail)
{
var success = false;
try
{
var response = await _amazonSimpleEmailService.DeleteIdentityAsync(
new DeleteIdentityRequest
{
Identity = identityEmail
});
success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("DeleteIdentityAsync failed with exception: " +
ex.Message);
}
}

return success;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteIdentityにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。
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送信制限を取得する
次のコード例は、Amazon SES の送信制限を取得する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Get information on the current account's send quota.
/// </summary>
/// <returns>The send quota response data.</returns>
public async Task<GetSendQuotaResponse> GetSendQuotaAsync()
{
var result = new GetSendQuotaResponse();
try
{
var response = await _amazonSimpleEmailService.GetSendQuotaAsync(
new GetSendQuotaRequest());
result = response;
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("GetSendQuotaAsync failed with exception: " +
ex.Message);
}
}

return result;

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetSendQuotaにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

ID のステータスを取得する
次のコード例は、Amazon SES ID のステータスを取得する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Get identity verification status for an email.
/// </summary>
/// <returns>The verification status of the email.</returns>
public async Task<VerificationStatus> GetIdentityStatusAsync(string email)
{
var result = VerificationStatus.TemporaryFailure;
try
{
var response =
await _amazonSimpleEmailService.GetIdentityVerificationAttributesAsync(
new GetIdentityVerificationAttributesRequest
{
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});

Identities = new List<string> { email }

if (response.VerificationAttributes.ContainsKey(email))
result = response.VerificationAttributes[email].VerificationStatus;

}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("GetIdentityStatusAsync failed with exception: " +
ex.Message);
}
}

return result;

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetIdentityVerificationAttributesにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// List email templates for the current account.
/// </summary>
/// <returns>A list of template metadata.</returns>
public async Task<List<TemplateMetadata>> ListEmailTemplatesAsync()
{
var result = new List<TemplateMetadata>();
try
{
var response = await _amazonSimpleEmailService.ListTemplatesAsync(
new ListTemplatesRequest());
result = response.TemplatesMetadata;
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("ListEmailTemplatesAsync failed with exception: " +
ex.Message);
}
}

return result;

• API 詳細については、「」を参照してくださいListTemplatesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

ID を一覧表示する
次のコード例は、Amazon SES ID を一覧表示する方法を示しています。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Get the identities of a specified type for the current account.
/// </summary>
/// <param name="identityType">IdentityType to list.</param>
/// <returns>The list of identities.</returns>
public async Task<List<string>> ListIdentitiesAsync(IdentityType identityType)
{
var result = new List<string>();
try
{
var response = await _amazonSimpleEmailService.ListIdentitiesAsync(
new ListIdentitiesRequest
{
IdentityType = identityType
});
result = response.Identities;
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("ListIdentitiesAsync failed with exception: " +
ex.Message);
}
}

return result;

• API 詳細については、「」を参照してくださいListIdentitiesにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Send an email by using Amazon SES.
/// </summary>
/// <param name="toAddresses">List of recipients.</param>
/// <param name="ccAddresses">List of cc recipients.</param>
/// <param name="bccAddresses">List of bcc recipients.</param>
/// <param name="bodyHtml">Body of the email in HTML.</param>
/// <param name="bodyText">Body of the email in plain text.</param>
/// <param name="subject">Subject line of the email.</param>
/// <param name="senderAddress">From address.</param>
/// <returns>The messageId of the email.</returns>
public async Task<string> SendEmailAsync(List<string> toAddresses,
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{

}

List<string> ccAddresses, List<string> bccAddresses,
string bodyHtml, string bodyText, string subject, string senderAddress)
var messageId = "";
try
{
var response = await _amazonSimpleEmailService.SendEmailAsync(
new SendEmailRequest
{
Destination = new Destination
{
BccAddresses = bccAddresses,
CcAddresses = ccAddresses,
ToAddresses = toAddresses
},
Message = new Message
{
Body = new Body
{
Html = new Content
{
Charset = "UTF-8",
Data = bodyHtml
},
Text = new Content
{
Charset = "UTF-8",
Data = bodyText
}
},
Subject = new Content
{
Charset = "UTF-8",
Data = subject
}
},
Source = senderAddress
});
messageId = response.MessageId;
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("SendEmailAsync failed with exception: " + ex.Message);
}
return messageId;

• API 詳細については、「」を参照してくださいSendEmailにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

463

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ
/// <summary>
/// Send an email using a template.
/// </summary>
/// <param name="sender">Address of the sender.</param>
/// <param name="recipients">Addresses of the recipients.</param>
/// <param name="templateName">Name of the email template.</param>
/// <param name="templateDataObject">Data for the email template.</param>
/// <returns>The messageId of the email.</returns>
public async Task<string> SendTemplateEmailAsync(string sender, List<string>
recipients,
string templateName, object templateDataObject)
{
var messageId = "";
try
{
// Template data should be serialized JSON from either a class or a dynamic
object.
var templateData = JsonSerializer.Serialize(templateDataObject);
var response = await _amazonSimpleEmailService.SendTemplatedEmailAsync(
new SendTemplatedEmailRequest
{
Source = sender,
Destination = new Destination
{
ToAddresses = recipients
},
Template = templateName,
TemplateData = templateData
});
messageId = response.MessageId;

}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("SendTemplateEmailAsync failed with exception: " +
ex.Message);
}
}

return messageId;

• API 詳細については、「」を参照してくださいSendTemplatedEmailにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

///
///
///
///
///

<summary>
Starts verification of an email identity. This request sends an email
from Amazon SES to the specified email address. To complete
verification, follow the instructions in the email.
</summary>

464

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ
/// <param name="recipientEmailAddress">Email address to verify.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> VerifyEmailIdentityAsync(string recipientEmailAddress)
{
var success = false;
try
{
var response = await _amazonSimpleEmailService.VerifyEmailIdentityAsync(
new VerifyEmailIdentityRequest
{
EmailAddress = recipientEmailAddress
});
success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("VerifyEmailIdentityAsync failed with exception: " +
ex.Message);
}
}

return success;

• API 詳細については、「」を参照してくださいVerifyEmailIdentityにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

Amazon SNS での例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon SNS SNS で
アクション個々の Amazon SNS 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 465)

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 メッセージの受信権を Amazon SNS で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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using System;
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using System.Threading.Tasks;
using Amazon.SimpleNotificationService;
using Amazon.SimpleNotificationService.Model;
/// <summary>
/// This example shows how to use the Amazon Simple Notification Service
/// (Amazon SNS) to check whether a phone number has been opted out. The
/// example was created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and
/// .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class IsPhoneNumOptedOut
{
public static async Task Main()
{
string phoneNumber = "+15551112222";
IAmazonSimpleNotificationService client = new
AmazonSimpleNotificationServiceClient();
}

await CheckIfOptedOutAsync(client, phoneNumber);

/// <summary>
/// Checks to see if the supplied phone number has been opted out.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon SNS Client object used
/// to check if the phone number has been opted out.</param>
/// <param name="phoneNumber">A string representing the phone number
/// to check.</param>
public static async Task CheckIfOptedOutAsync(IAmazonSimpleNotificationService
client, string phoneNumber)
{
var request = new CheckIfPhoneNumberIsOptedOutRequest
{
PhoneNumber = phoneNumber,
};
try
{

opted out.";

var response = await client.CheckIfPhoneNumberIsOptedOutAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
string optOutStatus = response.IsOptedOut ? "opted out" : "not

Console.WriteLine($"The phone number: {phoneNumber} is
{optOutStatus}");
}
}
catch (AuthorizationErrorException ex)
{
Console.WriteLine($"{ex.Message}");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCheckIfPhoneNumberIsOptedOutにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

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。

466

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ

AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SimpleNotificationService;
Amazon.SimpleNotificationService.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to use Amazon Simple Notification Service
/// (Amazon SNS) to add a new Amazon SNS topic. The example was created
/// using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateSNSTopic
{
public static async Task Main()
{
string topicName = "ExampleSNSTopic";
IAmazonSimpleNotificationService client = new
AmazonSimpleNotificationServiceClient();

}

var topicArn = await CreateSNSTopicAsync(client, topicName);
Console.WriteLine($"New topic ARN: {topicArn}");

/// <summary>
/// Creates a new SNS topic using the supplied topic name.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized SNS client object used to
/// create the new topic.</param>
/// <param name="topicName">A string representing the topic name.</param>
/// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the created topic.</returns>
public static async Task<string>
CreateSNSTopicAsync(IAmazonSimpleNotificationService client, string topicName)
{
var request = new CreateTopicRequest
{
Name = topicName,
};
var response = await client.CreateTopicAsync(request);
}

return response.TopicArn;

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateTopicにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

param>

}

///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Given the ARN for an Amazon SNS subscription, this method deletes
the subscription.
</summary>
<param name="client">The initialized Amazon SNS client object, used
to delete an Amazon SNS subscription.</param>
<param name="subscriptionArn">The ARN of the subscription to delete.</

public static async Task TopicUnsubscribeAsync(
IAmazonSimpleNotificationService client,
string subscriptionArn)
{
var response = await client.UnsubscribeAsync(subscriptionArn);
}

• API の詳細については、AWS SDK for .NET 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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.SimpleNotificationService;
/// <summary>
/// This example deletes an existing Amazon Simple Notification Service
/// (Amazon SNS) topic. The example was created using the AWS SDK for .NET
/// version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class DeleteSNSTopic
{
public static async Task Main()
{
string topicArn = "arn:aws:sns:us-east-2:012345678901:ExampleSNSTopic";
IAmazonSimpleNotificationService client = new
AmazonSimpleNotificationServiceClient();

}

}

var response = await client.DeleteTopicAsync(topicArn);
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• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteTopicにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SimpleNotificationService;
Amazon.SimpleNotificationService.Model;

/// <summary>
/// This example shows how to retrieve the attributes of an Amazon Simple
/// Notification Service (Amazon SNS) topic. The example was written using
/// the AWS SDK for .NET 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class GetTopicAttributes
{
public static async Task Main()
{
string topicArn = "arn:aws:sns:us-west-2:000000000000:ExampleSNSTopic";
IAmazonSimpleNotificationService client = new
AmazonSimpleNotificationServiceClient();

}

var attributes = await GetTopicAttributesAsync(client, topicArn);
DisplayTopicAttributes(attributes);

/// <summary>
/// Given the ARN of the Amazon SNS topic, this method retrieves the topic
/// attributes.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon SNS client object used
/// to retrieve the attributes for the Amazon SNS topic.</param>
/// <param name="topicArn">The ARN of the topic for which to retrieve
/// the attributes.</param>
/// <returns>A Dictionary of topic attributes.</returns>
public static async Task<Dictionary<string, string>> GetTopicAttributesAsync(
IAmazonSimpleNotificationService client,
string topicArn)
{
var response = await client.GetTopicAttributesAsync(topicArn);
}

return response.Attributes;

/// <summary>
/// This method displays the attributes for an Amazon SNS topic.
/// </summary>
/// <param name="topicAttributes">A Dictionary containing the
/// attributes for an Amazon SNS topic.</param>
public static void DisplayTopicAttributes(Dictionary<string, string>
topicAttributes)
{
foreach (KeyValuePair<string, string> entry in topicAttributes)
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{

}

}

}

Console.WriteLine($"{entry.Key}: {entry.Value}\n");

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetTopicAttributesにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SimpleNotificationService;
Amazon.SimpleNotificationService.Model;

/// <summary>
/// This example will retrieve a list of the existing Amazon Simple
/// Notification Service (Amazon SNS) subscriptions. The example was
/// created using the AWS SDK for .NET 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListSubscriptions
{
public static async Task Main()
{
IAmazonSimpleNotificationService client = new
AmazonSimpleNotificationServiceClient();
var subscriptions = await GetSubscriptionsListAsync(client);
}

DisplaySubscriptionList(subscriptions);

/// <summary>
/// Gets a list of the existing Amazon SNS subscriptions.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon SNS client object used
/// to obtain the list of subscriptions.</param>
/// <returns>A List containing information about each subscription.</returns>
public static async Task<List<Subscription>>
GetSubscriptionsListAsync(IAmazonSimpleNotificationService client)
{
var response = await client.ListSubscriptionsAsync();
}
///
///
///
///

return response.Subscriptions;
<summary>
Display a list of Amazon SNS subscription information.
</summary>
<param name="subscriptionList">A list containing details for existing
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}

/// Amazon SNS subscriptions.</param>
public static void DisplaySubscriptionList(List<Subscription> subscriptionList)
{
foreach (var subscription in subscriptionList)
{
Console.WriteLine($"Owner: {subscription.Owner}");
Console.WriteLine($"Subscription ARN: {subscription.SubscriptionArn}");
Console.WriteLine($"Topic ARN: {subscription.TopicArn}");
Console.WriteLine($"Endpoint: {subscription.Endpoint}");
Console.WriteLine($"Protocol: {subscription.Protocol}");
Console.WriteLine();
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListSubscriptionsにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SimpleNotificationService;
Amazon.SimpleNotificationService.Model;

/// <summary>
/// An example to list the Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
/// topics for the default user account. The code was written using the
/// AWS SDK for .NET 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class ListSNSTopics
{
public static async Task Main()
{
IAmazonSimpleNotificationService client = new
AmazonSimpleNotificationServiceClient();
}

await GetTopicListAsync(client);

/// <summary>
/// Retrieves the list of Amazon SNS topics in groups of up to 100
/// topics.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon SNS client object used
/// to retrieve the list of topics.</param>
public static async Task GetTopicListAsync(IAmazonSimpleNotificationService

client)

{

// If there are more than 100 Amazon SNS topics, the call to
// ListTopicsAsync will return a value to pass to the
// method to retrieve the next 100 (or less) topics.
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string nextToken = string.Empty;
do
{

}

var response = await client.ListTopicsAsync(nextToken);
DisplayTopicsList(response.Topics);
nextToken = response.NextToken;

}
while (!string.IsNullOrEmpty(nextToken));

/// <summary>
/// Displays the list of Amazon SNS Topic ARNs.
/// </summary>
/// <param name="topicList">The list of Topic ARNs.</param>
public static void DisplayTopicsList(List<Topic> topicList)
{
foreach (var topic in topicList)
{
Console.WriteLine($"{topic.TopicArn}");
}
}

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListTopicsにAWS SDK for .NETAPI リファレンス。

SMS テキストメッセージを発行する
次のコード例は、Amazon SNS を使用して SMS メッセージを発行する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

Amazon;
Amazon.SimpleNotificationService;
Amazon.SimpleNotificationService.Model;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace SNSMessageExample
{
class SNSMessage
{
private AmazonSimpleNotificationServiceClient snsClient;
/// <summary>
/// Constructs a new SNSMessage object initializing the Amazon Simple
/// Notification Service (Amazon SNS) client using the supplied
/// Region endpoint.
/// </summary>
/// <param name="regionEndpoint">The Amazon Region endpoint to use in
/// sending test messages with this object.</param>
public SNSMessage(RegionEndpoint regionEndpoint)
{
snsClient = new AmazonSimpleNotificationServiceClient(regionEndpoint);
}
/// <summary>
/// Sends the SMS message passed in the text parameter to the phone number
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/// in phoneNum.
/// </summary>
/// <param name="phoneNum">The ten-digit phone number to which the text
/// message will be sent.</param>
/// <param name="text">The text of the message to send.</param>
/// <returns></returns>
public async Task SendTextMessageAsync(string phoneNum, string text)
{
if (string.IsNullOrEmpty(phoneNum) || string.IsNullOrEmpty(text))
{
return;
}
// Now actually send the message.
var request = new PublishRequest
{
Message = text,
PhoneNumber = phoneNum
};
try
{

}
}

var response = await snsClient.PublishAsync(request);
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine($"Error sending message: {ex}");
}

}

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI リファレンスの「発行」を参照してください。

トピックへの発行
次のコード例は、Amazon SNS トピックにメッセージを発行する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI リファレンスの「発行」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、E メール E アドレスを Amazon SNS トピックにサブスクライブする方法を示していま
す。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Creates a new subscription to a topic.
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/// </summary>
/// <param name="client">The initialized Amazon SNS client object, used
/// to create an Amazon SNS subscription.</param>
/// <param name="topicArn">The ARN of the topic to subscribe to.</param>
/// <returns>A SubscribeResponse object which includes the subscription
/// ARN for the new subscription.</returns>
public static async Task<SubscribeResponse> TopicSubscribeAsync(
IAmazonSimpleNotificationService client,
string topicArn)
{
SubscribeRequest request = new SubscribeRequest()
{
TopicArn = topicArn,
ReturnSubscriptionArn = true,
Protocol = "email",
Endpoint = "recipient@example.com",
};
var response = await client.SubscribeAsync(request);
}

return response;

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「Subscribe」を参照してくださ
い。

Amazon SQS での例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon SQS と
アクション個々の Amazon SQS関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 474)

アクション
キューへのメッセージの送信を許可する
次のコード例は、Amazon S3 SQS キューにメッセージを送信することを承認する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.SQS;
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public class AuthorizeS3ToSendMessage
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon SQS client object and then calls the
/// AuthorizeS3ToSendMessageAsync method to authorize the named
/// bucket to send messages in response to S3 events.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string queueUrl = "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/0123456789ab/
Example_Queue";
string bucketName = "doc-example-bucket";
// Create an Amazon SQS
// default user. If the
// is different, supply
IAmazonSQS client = new

client object using the
AWS Region you want to use
the AWS Region as a parameter.
AmazonSQSClient();

var queueARN = await client.AuthorizeS3ToSendMessageAsync(queueUrl,
bucketName);
if (!string.IsNullOrEmpty(queueARN))
{
Console.WriteLine($"The Amazon S3 bucket: {bucketName} has been
successfully authorized.");
Console.WriteLine($"{bucketName} can now send messages to the queue
with ARN: {queueARN}.");
}
}
}

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;

public class CreateQueue
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon SQS client object and then calls the
/// CreateQueueAsync method to create the new queue. If the call is
/// successful, it displays the URL of the new queue on the console.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// If the Amazon SQS message queue is not in the same AWS Region as your
// default user, you need to provide the AWS Region as a parameter to the
// client constructor.
var client = new AmazonSQSClient();
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string queueName = "New-Example-Queue";
int maxMessage = 256 * 1024;
var attrs = new Dictionary<string, string>
{
{
QueueAttributeName.DelaySeconds,
TimeSpan.FromSeconds(5).TotalSeconds.ToString()
},
{
QueueAttributeName.MaximumMessageSize,
maxMessage.ToString()
},
{
QueueAttributeName.MessageRetentionPeriod,
TimeSpan.FromDays(4).TotalSeconds.ToString()
},
{
QueueAttributeName.ReceiveMessageWaitTimeSeconds,
TimeSpan.FromSeconds(5).TotalSeconds.ToString()
},
{
QueueAttributeName.VisibilityTimeout,
TimeSpan.FromHours(12).TotalSeconds.ToString()
},
};
var request = new CreateQueueRequest
{
Attributes = attrs,
QueueName = queueName,
};
var response = await client.CreateQueueAsync(request);

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Successfully created Amazon SQS queue.");
Console.WriteLine($"Queue URL: {response.QueueUrl}");
}

Amazon SQS キューを作成およびこれを実行する。
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;

public class CreateSendExample
{
// Specify your AWS Region (an example Region is shown).
private static readonly string QueueName = "Example_Queue";
private static readonly RegionEndpoint ServiceRegion = RegionEndpoint.USWest2;
private static IAmazonSQS client;
public static async Task Main()
{
client = new AmazonSQSClient(ServiceRegion);
var createQueueResponse = await CreateQueue(client, QueueName);
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string queueUrl = createQueueResponse.QueueUrl;
Dictionary<string, MessageAttributeValue> messageAttributes = new
Dictionary<string, MessageAttributeValue>
{
{ "Title",
new MessageAttributeValue { DataType = "String",
StringValue = "The Whistler" } },
{ "Author", new MessageAttributeValue { DataType = "String",
StringValue = "John Grisham" } },
{ "WeeksOn", new MessageAttributeValue { DataType = "Number",
StringValue = "6" } },
};
string messageBody = "Information about current NY Times fiction bestseller
for week of 12/11/2016.";
var sendMsgResponse = await SendMessage(client, queueUrl, messageBody,
messageAttributes);
}
/// <summary>
/// Creates a new Amazon SQS queue using the queue name passed to it
/// in queueName.
/// </summary>
/// <param name="client">An SQS client object used to send the message.</param>
/// <param name="queueName">A string representing the name of the queue
/// to create.</param>
/// <returns>A CreateQueueResponse that contains information about the
/// newly created queue.</returns>
public static async Task<CreateQueueResponse> CreateQueue(IAmazonSQS client,
string queueName)
{
var request = new CreateQueueRequest
{
QueueName = queueName,
Attributes = new Dictionary<string, string>
{
{ "DelaySeconds", "60" },
{ "MessageRetentionPeriod", "86400" },
},
};
var response = await client.CreateQueueAsync(request);
Console.WriteLine($"Created a queue with URL : {response.QueueUrl}");
}

return response;

/// <summary>
/// Sends a message to an SQS queue.
/// </summary>
/// <param name="client">An SQS client object used to send the message.</param>
/// <param name="queueUrl">The URL of the queue to which to send the
/// message.</param>
/// <param name="messageBody">A string representing the body of the
/// message to be sent to the queue.</param>
/// <param name="messageAttributes">Attributes for the message to be
/// sent to the queue.</param>
/// <returns>A SendMessageResponse object that contains information
/// about the message that was sent.</returns>
public static async Task<SendMessageResponse> SendMessage(
IAmazonSQS client,
string queueUrl,
string messageBody,
Dictionary<string, MessageAttributeValue> messageAttributes)
{

477

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ
var sendMessageRequest = new SendMessageRequest
{
DelaySeconds = 10,
MessageAttributes = messageAttributes,
MessageBody = messageBody,
QueueUrl = queueUrl,
};
var response = await client.SendMessageAsync(sendMessageRequest);
Console.WriteLine($"Sent a message with id : {response.MessageId}");

}

}

return response;

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateQueueにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;

public class DeleteMessage
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon SQS client object. It then calls the
/// ReceiveMessageAsync method to retrieve information about the
/// available methods before deleting them.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string queueUrl = "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/0123456789ab/
Example_Queue";
var attributeNames = new List<string>() { "All" };
int maxNumberOfMessages = 5;
var visibilityTimeout = (int)TimeSpan.FromMinutes(10).TotalSeconds;
var waitTimeSeconds = (int)TimeSpan.FromSeconds(5).TotalSeconds;
// If the Amazon SQS message queue is not in the same AWS Region as your
// default user, you need to provide the AWS Region as a parameter to the
// client constructor.
var client = new AmazonSQSClient();
var request = new ReceiveMessageRequest
{
QueueUrl = queueUrl,
AttributeNames = attributeNames,
MaxNumberOfMessages = maxNumberOfMessages,
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};

VisibilityTimeout = visibilityTimeout,
WaitTimeSeconds = waitTimeSeconds,

var response = await client.ReceiveMessageAsync(request);
if (response.Messages.Count > 0)
{
response.Messages.ForEach(async m =>
{
Console.Write($"Message ID: '{m.MessageId}'");
var delRequest = new DeleteMessageRequest
{
QueueUrl = "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/0123456789ab/

MyTestQueue",

};
});

ReceiptHandle = m.ReceiptHandle,

var delResponse = await client.DeleteMessageAsync(delRequest);

}
else
{

}

}

}

Console.WriteLine("No messages to delete.");

Amazon SQS キューからメッセージを受信し、メッセージを削除します。
public static async Task Main()
{
// If the AWS Region you want to use is different from
// the AWS Region defined for the default user, supply
// the specify your AWS Region to the client constructor.
var client = new AmazonSQSClient();
string queueName = "Example_Queue";
var queueUrl = await GetQueueUrl(client, queueName);
Console.WriteLine($"The SQS queue's URL is {queueUrl}");
var response = await ReceiveAndDeleteMessage(client, queueUrl);
}

Console.WriteLine($"Message: {response.Messages[0]}");

/// <summary>
/// Retrieve the queue URL for the queue named in the queueName
/// property using the client object.
/// </summary>
/// <param name="client">The Amazon SQS client used to retrieve the
/// queue URL.</param>
/// <param name="queueName">A string representing name of the queue
/// for which to retrieve the URL.</param>
/// <returns>The URL of the queue.</returns>
public static async Task<string> GetQueueUrl(IAmazonSQS client, string
queueName)
{
var request = new GetQueueUrlRequest
{
QueueName = queueName,
};

479

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ

}

GetQueueUrlResponse response = await client.GetQueueUrlAsync(request);
return response.QueueUrl;

/// <summary>
/// Retrieves the message from the quque at the URL passed in the
/// queueURL parameters using the client.
/// </summary>
/// <param name="client">The SQS client used to retrieve a message.</param>
/// <param name="queueUrl">The URL of the queue from which to retrieve
/// a message.</param>
/// <returns>The response from the call to ReceiveMessageAsync.</returns>
public static async Task<ReceiveMessageResponse>
ReceiveAndDeleteMessage(IAmazonSQS client, string queueUrl)
{
// Receive a single message from the queue.
var receiveMessageRequest = new ReceiveMessageRequest
{
AttributeNames = { "SentTimestamp" },
MaxNumberOfMessages = 1,
MessageAttributeNames = { "All" },
QueueUrl = queueUrl,
VisibilityTimeout = 0,
WaitTimeSeconds = 0,
};
var receiveMessageResponse = await
client.ReceiveMessageAsync(receiveMessageRequest);
// Delete the received message from the queue.
var deleteMessageRequest = new DeleteMessageRequest
{
QueueUrl = queueUrl,
ReceiptHandle = receiveMessageResponse.Messages[0].ReceiptHandle,
};
await client.DeleteMessageAsync(deleteMessageRequest);

}

}

return receiveMessageResponse;

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteMessageにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.SQS;
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public class DeleteQueue
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon SQS client object and then calls the
/// DeleteQueueAsync method to delete the queue.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// If the Amazon SQS message queue is not in the same AWS Region as your
// default user, you need to provide the AWS Region as a parameter to the
// client constructor.
var client = new AmazonSQSClient();
string queueUrl = "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/0123456789ab/NewExample-Queue";
var response = await client.DeleteQueueAsync(queueUrl);

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Successfully deleted the queue.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not delete the crew.");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteQueueにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

キューの属性を取得する
次のコード例は、Amazon SQSキューの属性を取得する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;

public class GetQueueAttributes
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon SQS client and then uses it to call the
/// GetQueueAttributesAsync method to retrieve the attributes for the
/// Amazon SQS queue.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// If the Amazon SQS message queue is not in the same AWS Region as your
// default user, you need to provide the AWS Region as a parameter to the
// client constructor.
var client = new AmazonSQSClient();
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var queueUrl = "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/0123456789ab/NewExample-Queue";
var attrs = new List<string>() { "All" };
var request = new GetQueueAttributesRequest
{
QueueUrl = queueUrl,
AttributeNames = attrs,
};
var response = await client.GetQueueAttributesAsync(request);

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
DisplayAttributes(response);
}

/// <summary>
/// Displays the attributes passed to the method on the console.
/// </summary>
/// <param name="attrs">The attributes for the Amazon SQS queue.</param>
public static void DisplayAttributes(GetQueueAttributesResponse attrs)
{
Console.WriteLine($"Attributes for queue ARN '{attrs.QueueARN}':");
Console.WriteLine($" Approximate number of messages:
{attrs.ApproximateNumberOfMessages}");
Console.WriteLine($" Approximate number of messages delayed:
{attrs.ApproximateNumberOfMessagesDelayed}");
Console.WriteLine($" Approximate number of messages not visible:
{attrs.ApproximateNumberOfMessagesNotVisible}");
Console.WriteLine($" Queue created on: {attrs.CreatedTimestamp}");
Console.WriteLine($" Delay seconds: {attrs.DelaySeconds}");
Console.WriteLine($" Queue last modified on:
{attrs.LastModifiedTimestamp}");
Console.WriteLine($" Maximum message size: {attrs.MaximumMessageSize}");
Console.WriteLine($" Message retention period:
{attrs.MessageRetentionPeriod}");
Console.WriteLine($" Visibility timeout: {attrs.VisibilityTimeout}");
Console.WriteLine($" Policy: {attrs.Policy}\n");
Console.WriteLine(" Attributes:");

}

}

foreach (var attr in attrs.Attributes)
{
Console.WriteLine($"
{attr.Key}: {attr.Value}");
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetQueueAttributesにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

キューの URL の取得
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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
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using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;

public class GetQueueUrl
{
/// <summary>
/// Initializes the Amazon SQS client object and then calls the
/// GetQueueUrlAsync method to retrieve the URL of an Amazon SQS
/// queue.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
// If the Amazon SQS message queue is not in the same AWS Region as your
// default user, you need to provide the AWS Region as a parameter to the
// client constructor.
var client = new AmazonSQSClient();
string queueName = "New-Exampe-Queue";
try
{

var response = await client.GetQueueUrlAsync(queueName);

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"The URL for {queueName} is:
{response.QueueUrl}");
}
}
catch (QueueDoesNotExistException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
Console.WriteLine($"The queue {queueName} was not found.");
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetQueueUrlにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;
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public class ReceiveFromQueue
{
public static async Task Main(string[] args)
{
string queueUrl = "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/0123456789ab/
Example_Queue";
var attributeNames = new List<string>() { "All" };
int maxNumberOfMessages = 5;
var visibilityTimeout = (int)TimeSpan.FromMinutes(10).TotalSeconds;
var waitTimeSeconds = (int)TimeSpan.FromSeconds(5).TotalSeconds;
// If the Amazon SQS message queue is not in the same AWS Region as your
// default user, you need to provide the AWS Region as a parameter to the
// client constructor.
var client = new AmazonSQSClient();
var request = new ReceiveMessageRequest
{
QueueUrl = queueUrl,
AttributeNames = attributeNames,
MaxNumberOfMessages = maxNumberOfMessages,
VisibilityTimeout = visibilityTimeout,
WaitTimeSeconds = waitTimeSeconds,
};
var response = await client.ReceiveMessageAsync(request);

}

param>

///
///
///
///

if (response.Messages.Count > 0)
{
DisplayMessages(response.Messages);
}
<summary>
Display message information for a list of Amazon SQS messages.
</summary>
<param name="messages">The list of Amazon SQS Message objects to display.</

public static void DisplayMessages(List<Message> messages)
{
messages.ForEach(m =>
{
Console.WriteLine($"For message ID {m.MessageId}:");
Console.WriteLine($" Body: {m.Body}");
Console.WriteLine($" Receipt handle: {m.ReceiptHandle}");
Console.WriteLine($" MD5 of body: {m.MD5OfBody}");
Console.WriteLine($" MD5 of message attributes:
{m.MD5OfMessageAttributes}");
Console.WriteLine(" Attributes:");

}

}

});

foreach (var attr in m.Attributes)
{
Console.WriteLine($"\t {attr.Key}: {attr.Value}");
}

Amazon SQS キューからメッセージを受信し、メッセージを削除します。
public static async Task Main()
{
// If the AWS Region you want to use is different from
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// the AWS Region defined for the default user, supply
// the specify your AWS Region to the client constructor.
var client = new AmazonSQSClient();
string queueName = "Example_Queue";
var queueUrl = await GetQueueUrl(client, queueName);
Console.WriteLine($"The SQS queue's URL is {queueUrl}");
var response = await ReceiveAndDeleteMessage(client, queueUrl);
}

Console.WriteLine($"Message: {response.Messages[0]}");

/// <summary>
/// Retrieve the queue URL for the queue named in the queueName
/// property using the client object.
/// </summary>
/// <param name="client">The Amazon SQS client used to retrieve the
/// queue URL.</param>
/// <param name="queueName">A string representing name of the queue
/// for which to retrieve the URL.</param>
/// <returns>The URL of the queue.</returns>
public static async Task<string> GetQueueUrl(IAmazonSQS client, string
queueName)
{
var request = new GetQueueUrlRequest
{
QueueName = queueName,
};

}

GetQueueUrlResponse response = await client.GetQueueUrlAsync(request);
return response.QueueUrl;

/// <summary>
/// Retrieves the message from the quque at the URL passed in the
/// queueURL parameters using the client.
/// </summary>
/// <param name="client">The SQS client used to retrieve a message.</param>
/// <param name="queueUrl">The URL of the queue from which to retrieve
/// a message.</param>
/// <returns>The response from the call to ReceiveMessageAsync.</returns>
public static async Task<ReceiveMessageResponse>
ReceiveAndDeleteMessage(IAmazonSQS client, string queueUrl)
{
// Receive a single message from the queue.
var receiveMessageRequest = new ReceiveMessageRequest
{
AttributeNames = { "SentTimestamp" },
MaxNumberOfMessages = 1,
MessageAttributeNames = { "All" },
QueueUrl = queueUrl,
VisibilityTimeout = 0,
WaitTimeSeconds = 0,
};
var receiveMessageResponse = await
client.ReceiveMessageAsync(receiveMessageRequest);
// Delete the received message from the queue.
var deleteMessageRequest = new DeleteMessageRequest
{
QueueUrl = queueUrl,
ReceiptHandle = receiveMessageResponse.Messages[0].ReceiptHandle,
};
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await client.DeleteMessageAsync(deleteMessageRequest);

}

}

return receiveMessageResponse;

• API 詳細については、「」を参照してくださいReceiveMessageにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

メッセージをキューに送信する
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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;

public class SendMessageToQueue
{
/// <summary>
/// Initialize the Amazon SQS client object and use the
/// SendMessageAsync method to send a message to an Amazon SQS queue.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
string messageBody = "This is a sample message to send to the example
queue.";
string queueUrl = "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/0123456789ab/
Example_Queue";
// Create an Amazon SQS
// default user. If the
// is different, supply
IAmazonSQS client = new

client object using the
AWS Region you want to use
the AWS Region as a parameter.
AmazonSQSClient();

var request = new SendMessageRequest
{
MessageBody = messageBody,
QueueUrl = queueUrl,
};
var response = await client.SendMessageAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Successfully sent message. Message ID:
{response.MessageId}");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not send message.");
}
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}

}

Amazon SQS キューを作成およびこれを実行する。
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon;
Amazon.SQS;
Amazon.SQS.Model;

public class CreateSendExample
{
// Specify your AWS Region (an example Region is shown).
private static readonly string QueueName = "Example_Queue";
private static readonly RegionEndpoint ServiceRegion = RegionEndpoint.USWest2;
private static IAmazonSQS client;
public static async Task Main()
{
client = new AmazonSQSClient(ServiceRegion);
var createQueueResponse = await CreateQueue(client, QueueName);
string queueUrl = createQueueResponse.QueueUrl;
Dictionary<string, MessageAttributeValue> messageAttributes = new
Dictionary<string, MessageAttributeValue>
{
{ "Title",
new MessageAttributeValue { DataType = "String",
StringValue = "The Whistler" } },
{ "Author", new MessageAttributeValue { DataType = "String",
StringValue = "John Grisham" } },
{ "WeeksOn", new MessageAttributeValue { DataType = "Number",
StringValue = "6" } },
};
string messageBody = "Information about current NY Times fiction bestseller
for week of 12/11/2016.";
var sendMsgResponse = await SendMessage(client, queueUrl, messageBody,
messageAttributes);
}
/// <summary>
/// Creates a new Amazon SQS queue using the queue name passed to it
/// in queueName.
/// </summary>
/// <param name="client">An SQS client object used to send the message.</param>
/// <param name="queueName">A string representing the name of the queue
/// to create.</param>
/// <returns>A CreateQueueResponse that contains information about the
/// newly created queue.</returns>
public static async Task<CreateQueueResponse> CreateQueue(IAmazonSQS client,
string queueName)
{
var request = new CreateQueueRequest
{
QueueName = queueName,
Attributes = new Dictionary<string, string>
{
{ "DelaySeconds", "60" },
{ "MessageRetentionPeriod", "86400" },

487

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ

};

},

var response = await client.CreateQueueAsync(request);
Console.WriteLine($"Created a queue with URL : {response.QueueUrl}");
}

return response;

/// <summary>
/// Sends a message to an SQS queue.
/// </summary>
/// <param name="client">An SQS client object used to send the message.</param>
/// <param name="queueUrl">The URL of the queue to which to send the
/// message.</param>
/// <param name="messageBody">A string representing the body of the
/// message to be sent to the queue.</param>
/// <param name="messageAttributes">Attributes for the message to be
/// sent to the queue.</param>
/// <returns>A SendMessageResponse object that contains information
/// about the message that was sent.</returns>
public static async Task<SendMessageResponse> SendMessage(
IAmazonSQS client,
string queueUrl,
string messageBody,
Dictionary<string, MessageAttributeValue> messageAttributes)
{
var sendMessageRequest = new SendMessageRequest
{
DelaySeconds = 10,
MessageAttributes = messageAttributes,
MessageBody = messageBody,
QueueUrl = queueUrl,
};
var response = await client.SendMessageAsync(sendMessageRequest);
Console.WriteLine($"Sent a message with id : {response.MessageId}");

}

}

return response;

• API 詳細については、「」を参照してくださいSendMessageにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

AWS STSの使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETとAWS STS。
アクション個人を呼ぶ方法を示すコードの抜粋AWS STS関数。
シナリオ複数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード例AWS STS関数。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 489)
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アクション
ロールの割り当て
次のコード例は、次のコード例です。AWS STS。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

Amazon;
Amazon.SecurityToken;
Amazon.SecurityToken.Model;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace AssumeRoleExample
{
class AssumeRole
{
/// <summary>
/// This example shows how to use the AWS Security Token
/// Service (AWS STS) to assume an IAM role.
///
/// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a
/// trust relationship with the account that will assume the role.
///
/// Before you run the example, you need to create the role you want to
/// assume and have it trust the IAM account that will assume that role.
///
/// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create.html
/// for help in working with roles.
/// </summary>
private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2;
static async Task Main()
{
// Create the SecurityToken client and then display the identity of the
// default user.
var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/testAssumeRole";
var client = new
Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION);
// Get and display the information about the identity of the default user.
var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest();
var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}");
// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest()
{
DurationSeconds = 1600,
RoleSessionName = "Session1",
RoleArn = roleArnToAssume
};
var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq);
the role.

// Now create a new client based on the credentials of the caller assuming
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var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials:
assumeRoleRes.Credentials);
// Get and display information about the caller that has assumed the
defined role.
var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}");
}
}

}

• API 詳細については、「」を参照してくださいAssumeRoleにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

Secrets Manager の使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETSecrets Manager で。
アクションは、個々の Secrets Manager 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオは、複数の Secrets Manager 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 490)

アクション
シークレット値の取得方法
次のコード例は、Secrets Manager シークレット値を取得する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.SecretsManager;
Amazon.SecretsManager.Model;

/// <summary>
/// This example uses the Amazon Web Service Secrets Manager to retrieve
/// the secret value for the provided secret name. This example was created
/// using the AWS SDK for .NET v3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class GetSecretValue
{
/// <summary>
/// The main method initializes the necessary values and then calls
/// the GetSecretAsync and DecodeString methods to get the decoded
/// secret value for the secret named in secretName.
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/// </summary>
public static async Task Main()
{
string secretName = "<<{{MySecretName}}>>";
string secret;
IAmazonSecretsManager client = new AmazonSecretsManagerClient();
var response = await GetSecretAsync(client, secretName);
if (response is not null)
{
secret = DecodeString(response);

}

}

if (!string.IsNullOrEmpty(secret))
{
Console.WriteLine($"The decoded secret value is: {secret}.");
}
else
{
Console.WriteLine("No secret value was returned.");
}

/// <summary>
/// Retrieves the secret value given the name of the secret to
/// retrieve.
/// </summary>
/// <param name="client">The client object used to retrieve the secret
/// value for the given secret name.</param>
/// <param name="secretName">The name of the secret value to retrieve.</param>
/// <returns>The GetSecretValueReponse object returned by
/// GetSecretValueAsync.</returns>
public static async Task<GetSecretValueResponse> GetSecretAsync(
IAmazonSecretsManager client,
string secretName)
{
GetSecretValueRequest request = new();
request.SecretId = secretName;
request.VersionStage = "AWSCURRENT"; // VersionStage defaults to AWSCURRENT
if unspecified.
GetSecretValueResponse response = null;
// For the sake of simplicity, this example handles only the most
// general SecretsManager exception.
try
{
response = await client.GetSecretValueAsync(request);
}
catch (AmazonSecretsManagerException e)
{
Console.WriteLine($"Error: {e.Message}");
}
}
///
///
///
///
///
///
///

return response;
<summary>
Decodes the secret returned by the call to GetSecretValueAsync and
returns it to the calling program.
</summary>
<param name="response">A GetSecretValueResponse object containing
the requested secret value returned by GetSecretValueAsync.</param>
<returns>A string representing the decoded secret value.</returns>
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public static string DecodeString(GetSecretValueResponse response)
{
// Decrypts secret using the associated AWS Key Management Service
// Customer Master Key (CMK.) Depending on whether the secret is a
// string or binary value, one of these fields will be populated.
MemoryStream memoryStream = new();
if (response.SecretString is not null)
{
var secret = response.SecretString;
return secret;
}
else if (response.SecretBinary is not null)
{
memoryStream = response.SecretBinary;
StreamReader reader = new StreamReader(memoryStream);
string decodedBinarySecret =
System.Text.Encoding.UTF8.GetString(Convert.FromBase64String(reader.ReadToEnd()));
return decodedBinarySecret;
}
else
{
return string.Empty;
}
}
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetSecretValueにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

Amazon Transcribeの使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon Transcribe で。
アクションは、Amazon Transcribe 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 492)

アクション
カスタム語彙を作成する
次のコード例は、Amazon Transcribe ボキャブラリを作成する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

492

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
単一サービスのアクションとシナリオ
/// <summary>
/// Create a custom vocabulary using a list of phrases. Custom vocabularies
/// improve transcription accuracy for one or more specific words.
/// </summary>
/// <param name="languageCode">The language code of the vocabulary.</param>
/// <param name="phrases">Phrases to use in the vocabulary.</param>
/// <param name="vocabularyName">Name for the vocabulary.</param>
/// <returns>The state of the custom vocabulary.</returns>
public async Task<VocabularyState> CreateCustomVocabulary(LanguageCode
languageCode,
List<string> phrases, string vocabularyName)
{
var response = await _amazonTranscribeService.CreateVocabularyAsync(
new CreateVocabularyRequest
{
LanguageCode = languageCode,
Phrases = phrases,
VocabularyName = vocabularyName
});
return response.VocabularyState;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいCreateVocabularyにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

カスタム語彙の削除
次のコード例は、Amazon Transcribe のカスタムボキャブラリを削除する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Delete an existing custom vocabulary.
/// </summary>
/// <param name="vocabularyName">Name of the vocabulary to delete.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteCustomVocabulary(string vocabularyName)
{
var response = await _amazonTranscribeService.DeleteVocabularyAsync(
new DeleteVocabularyRequest
{
VocabularyName = vocabularyName
});
return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteVocabularyにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

医療文字起こしジョブを削除する
次のコード例は、Amazon Transcribe Medical 文字起こしジョブを削除する方法を示しています。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Delete a medical transcription job. Also deletes the transcript associated with
the job.
/// </summary>
/// <param name="jobName">Name of the medical transcription job to delete.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteMedicalTranscriptionJob(string jobName)
{
var response = await
_amazonTranscribeService.DeleteMedicalTranscriptionJobAsync(
new DeleteMedicalTranscriptionJobRequest()
{
MedicalTranscriptionJobName = jobName
});
return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteMedicalTranscriptionJobにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

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。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Delete a transcription job. Also deletes the transcript associated with the
job.
/// </summary>
/// <param name="jobName">Name of the transcription job to delete.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteTranscriptionJob(string jobName)
{
var response = await _amazonTranscribeService.DeleteTranscriptionJobAsync(
new DeleteTranscriptionJobRequest()
{
TranscriptionJobName = jobName
});
return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいDeleteTranscriptionJobにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。
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カスタム語彙の取得
次のコード例は、Amazon Transcribe のカスタムボキャブラリを取得する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Get information about a custom vocabulary.
/// </summary>
/// <param name="vocabularyName">Name of the vocabulary.</param>
/// <returns>The state of the custom vocabulary.</returns>
public async Task<VocabularyState> GetCustomVocabulary(string vocabularyName)
{
var response = await _amazonTranscribeService.GetVocabularyAsync(
new GetVocabularyRequest()
{
VocabularyName = vocabularyName
});
return response.VocabularyState;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetVocabularyにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。

文字起こしジョブの取得
次のコード例は、Amazon Transcribe トランスクリプションジョブの取得方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// Get details about a transcription job.
/// </summary>
/// <param name="jobName">A unique name for the transcription job.</param>
/// <returns>A TranscriptionJob instance with information on the requested job.</
returns>
public async Task<TranscriptionJob> GetTranscriptionJob(string jobName)
{
var response = await _amazonTranscribeService.GetTranscriptionJobAsync(
new GetTranscriptionJobRequest()
{
TranscriptionJobName = jobName
});
return response.TranscriptionJob;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいGetTranscriptionJobにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。
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カスタム語彙の表示
次のコード例は、Amazon Transcribe のカスタムボキャブラリをリストする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// List custom vocabularies for the current account. Optionally specify a name
/// filter and a specific state to filter the vocabularies list.
/// </summary>
/// <param name="nameContains">Optional string the vocabulary name must contain.</
param>
/// <param name="stateEquals">Optional state of the vocabulary.</param>
/// <returns>List of information about the vocabularies.</returns>
public async Task<List<VocabularyInfo>> ListCustomVocabularies(string? nameContains
= null,
VocabularyState? stateEquals = null)
{
var response = await _amazonTranscribeService.ListVocabulariesAsync(
new ListVocabulariesRequest()
{
NameContains = nameContains,
StateEquals = stateEquals
});
return response.Vocabularies;
}

• API 詳細については、「」を参照してくださいListVocabulariesにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

医学会話変換ジョブの表示
次のコード例は、Amazon Transcribe Medical 文字起こしし、リストする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// List medical transcription jobs, optionally with a name filter.
/// </summary>
/// <param name="jobNameContains">Optional name filter for the medical
transcription jobs.</param>
/// <returns>A list of summaries about medical transcription jobs.</returns>
public async Task<List<MedicalTranscriptionJobSummary>>
ListMedicalTranscriptionJobs(
string? jobNameContains = null)
{
var response = await
_amazonTranscribeService.ListMedicalTranscriptionJobsAsync(
new ListMedicalTranscriptionJobsRequest()
{
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}

JobNameContains = jobNameContains
});
return response.MedicalTranscriptionJobSummaries;

• API 詳細については、「」を参照してくださいListMedicalTranscriptionJobsにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

文字起こしジョブの表示
次のコード例は、Amazon Transcribe トランスクリプションジョブをリストする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、「」を参照してください。GitHub。

/// <summary>
/// List transcription jobs, optionally with a name filter.
/// </summary>
/// <param name="jobNameContains">Optional name filter for the transcription
jobs.</param>
/// <returns>A list of transcription job summaries.</returns>
public async Task<List<TranscriptionJobSummary>> ListTranscriptionJobs(string?
jobNameContains = null)
{
var response = await _amazonTranscribeService.ListTranscriptionJobsAsync(
new ListTranscriptionJobsRequest()
{
JobNameContains = jobNameContains
});
return response.TranscriptionJobSummaries;
}

• API の詳細については、「」を参照してくださいListTranscriptionJobsにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

医学会話変換ジョブの開始
次のコード例は、Amazon Transcribe Medical 文字起こしジョブを開始する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。

/// <summary>
/// Start a medical transcription job for a media file. This method returns
/// as soon as the job is started.
/// </summary>
/// <param name="jobName">A unique name for the medical transcription job.</param>
/// <param name="mediaFileUri">The URI of the media file, typically an Amazon S3
location.</param>
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/// <param name="mediaFormat">The format of the media file.</param>
/// <param name="outputBucketName">Location for the output, typically an Amazon S3
location.</param>
/// <param name="transcriptionType">Conversation or dictation transcription type.</
param>
/// <returns>A MedicalTransactionJob instance with information on the new job.</
returns>
public async Task<MedicalTranscriptionJob> StartMedicalTranscriptionJob(
string jobName, string mediaFileUri,
MediaFormat mediaFormat, string outputBucketName, Amazon.TranscribeService.Type
transcriptionType)
{
var response = await
_amazonTranscribeService.StartMedicalTranscriptionJobAsync(
new StartMedicalTranscriptionJobRequest()
{
MedicalTranscriptionJobName = jobName,
Media = new Media()
{
MediaFileUri = mediaFileUri
},
MediaFormat = mediaFormat,
LanguageCode =
LanguageCode
.EnUS, // The value must be en-US for medical transcriptions.
OutputBucketName = outputBucketName,
OutputKey =
jobName, // The value is a key used to fetch the output of the
transcription.
Specialty = Specialty.PRIMARYCARE, // The value PRIMARYCARE must be
set.
Type = transcriptionType
});
return response.MedicalTranscriptionJob;
}

• API の詳細については、「」を参照してくださいStartMedicalTranscriptionJobにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

文字起こしジョブの開始
次のコード例は、Amazon Transcribe トランスクリプションジョブの開始方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。

/// <summary>
/// Start a transcription job for a media file. This method returns
/// as soon as the job is started.
/// </summary>
/// <param name="jobName">A unique name for the transcription job.</param>
/// <param name="mediaFileUri">The URI of the media file, typically an Amazon S3
location.</param>
/// <param name="mediaFormat">The format of the media file.</param>
/// <param name="languageCode">The language code of the media file, such as enUS.</param>
/// <param name="vocabularyName">Optional name of a custom vocabulary.</param>
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/// <returns>A TranscriptionJob instance with information on the new job.</returns>
public async Task<TranscriptionJob> StartTranscriptionJob(string jobName, string
mediaFileUri,
MediaFormat mediaFormat, LanguageCode languageCode, string? vocabularyName)
{
var response = await _amazonTranscribeService.StartTranscriptionJobAsync(
new StartTranscriptionJobRequest()
{
TranscriptionJobName = jobName,
Media = new Media()
{
MediaFileUri = mediaFileUri
},
MediaFormat = mediaFormat,
LanguageCode = languageCode,
Settings = vocabularyName != null ? new Settings()
{
VocabularyName = vocabularyName
} : null
});
return response.TranscriptionJob;
}

• API の詳細については、「」を参照してくださいStartTranscriptionJobにAWS SDK for .NETAPI リ
ファレンス。

カスタム語彙の更新
次のコード例は、Amazon Transcribe のカスタムボキャブラリを更新する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。

/// <summary>
/// Update a custom vocabulary with new values. Update overwrites all existing
information.
/// </summary>
/// <param name="languageCode">The language code of the vocabulary.</param>
/// <param name="phrases">Phrases to use in the vocabulary.</param>
/// <param name="vocabularyName">Name for the vocabulary.</param>
/// <returns>The state of the custom vocabulary.</returns>
public async Task<VocabularyState> UpdateCustomVocabulary(LanguageCode
languageCode,
List<string> phrases, string vocabularyName)
{
var response = await _amazonTranscribeService.UpdateVocabularyAsync(
new UpdateVocabularyRequest()
{
LanguageCode = languageCode,
Phrases = phrases,
VocabularyName = vocabularyName
});
return response.VocabularyState;
}
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• API の詳細については、「」を参照してくださいUpdateVocabularyにAWS SDK for .NETAPI リファ
レンス。

Amazon Translate の使用例AWS SDK for .NET
次のコード例は、を使用してアクションを実行する方法と一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。AWS SDK for .NETAmazon Translate で。
アクションは、個々の Amazon Translate 関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋。
シナリオ複数の Amazon Translate 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。
各例には次のリンクが含まれています GitHub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. 500)

アクション
翻訳ジョブの説明
次のコード例は、Amazon Translate 翻訳ジョブの説明方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Translate;
Amazon.Translate.Model;

public class DescribeTextTranslation
{
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonTranslateClient();
// The Job Id is generated when the text translation job is started
// with a call to the StartTextTranslationJob method.
var jobId = "1234567890abcdef01234567890abcde";
var request = new DescribeTextTranslationJobRequest
{
JobId = jobId,
};
var jobProperties = await DescribeTranslationJobAsync(client, request);
}

param>

///
///
///
///

DisplayTranslationJobDetails(jobProperties);
<summary>
Retrieve information about an Amazon Translate text translation job.
</summary>
<param name="client">The initialized Amazon Translate client object.</
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/// <param name="request">The DescribeTextTranslationJobRequest object.</param>
/// <returns>The TextTranslationJobProperties object containing
/// information about the text translation job..</returns>
public static async Task<TextTranslationJobProperties>
DescribeTranslationJobAsync(
AmazonTranslateClient client,
DescribeTextTranslationJobRequest request)
{
var response = await client.DescribeTextTranslationJobAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
return response.TextTranslationJobProperties;
}
else
{
return null;
}
}
/// <summary>
/// Displays the properties of the text translation job.
/// </summary>
/// <param name="jobProperties">The properties of the text translation
/// job returned by the call to DescribeTextTranslationJobAsync.</param>
public static void DisplayTranslationJobDetails(TextTranslationJobProperties
jobProperties)
{
if (jobProperties is null)
{
Console.WriteLine("No text translation job properties found.");
return;
}

}

// Display the details of the text translation job.
Console.WriteLine($"{jobProperties.JobId}: {jobProperties.JobName}");

}

• API の詳細については、「」を参照してくださいDescribeTextTranslationJobにAWS SDK
for .NETAPI リファレンス。

翻訳ジョブ一覧
次のコード例は、Amazon Translate 翻訳ジョブをリストする方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Translate;
Amazon.Translate.Model;

public class ListTranslationJobs
{
public static async Task Main()
{
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var client = new AmazonTranslateClient();
var filter = new TextTranslationJobFilter
{
JobStatus = "COMPLETED",
};
var request = new ListTextTranslationJobsRequest
{
MaxResults = 10,
Filter = filter,
};
}

param>

///
///
///
///

await ListJobsAsync(client, request);
<summary>
List Amazon Translate text translation jobs.
</summary>
<param name="client">The initialized Amazon Translate client object.</

/// <param name="request">An Amazon Translate
/// ListTextTranslationJobsRequest object detailing which text
/// translation jobs are of interest.</param>
public static async Task ListJobsAsync(
AmazonTranslateClient client,
ListTextTranslationJobsRequest request)
{
ListTextTranslationJobsResponse response;
do
{

}

response = await client.ListTextTranslationJobsAsync(request);
ShowTranslationJobDetails(response.TextTranslationJobPropertiesList);

request.NextToken = response.NextToken;
}
while (response.NextToken is not null);

/// <summary>
/// List existing translation job details.
/// </summary>
/// <param name="properties">A list of Amazon Translate text
/// translation jobs.</param>
public static void ShowTranslationJobDetails(List<TextTranslationJobProperties>
properties)
{
properties.ForEach(prop =>
{
Console.WriteLine($"{prop.JobId}: {prop.JobName}");
Console.WriteLine($"Status: {prop.JobStatus}");
Console.WriteLine($"Submitted time: {prop.SubmittedTime}");
});
}
}

• API の詳細については、「」を参照してくださいListTextTranslationJobsにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

翻訳ジョブを開始する
次のコード例は、Amazon Translate ジョブの開始方法を示しています。
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AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Translate;
Amazon.Translate.Model;

public class BatchTranslate
{
public static async Task Main()
{
var contentType = "text/plain";
// Set this variable to an S3 bucket location with a folder."
// Input files must be in a folder and not at the bucket root."
var s3InputUri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/FOLDER/";
var s3OutputUri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET2/";
// This role must have permissions to read the source bucket and to read

and

// write to the destination bucket where the translated text will be

stored.

var dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::0123456789ab:role/S3TranslateRole";
var client = new AmazonTranslateClient();
var inputConfig = new InputDataConfig
{
ContentType = contentType,
S3Uri = s3InputUri,
};
var outputConfig = new OutputDataConfig
{
S3Uri = s3OutputUri,
};
var request = new StartTextTranslationJobRequest
{
JobName = "ExampleTranslationJob",
DataAccessRoleArn = dataAccessRoleArn,
InputDataConfig = inputConfig,
OutputDataConfig = outputConfig,
SourceLanguageCode = "en",
TargetLanguageCodes = new List<string> { "fr" },
};
var response = await StartTextTranslationAsync(client, request);

}
///
///
///
///
///

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{response.JobId}: {response.JobStatus}");
}
<summary>
Start the Amazon Translate text translation job.
</summary>
<param name="client">The initialized AmazonTranslateClient object.</param>
<param name="request">The request object that includes details such
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/// as source and destination bucket names and the IAM Role that will
/// be used to access the buckets.</param>
/// <returns>The StartTextTranslationResponse object that includes the
/// details of the request response.</returns>
public static async Task<StartTextTranslationJobResponse>
StartTextTranslationAsync(AmazonTranslateClient client, StartTextTranslationJobRequest
request)
{
var response = await client.StartTextTranslationJobAsync(request);
return response;
}
}

• API の詳細については、「」を参照してくださいStartTextTranslationJobにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

翻訳ジョブの停止
次のコード例は、Amazon Translate ジョブを停止する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Translate;
Amazon.Translate.Model;

class StopTextTranslationJob
{
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonTranslateClient();
var jobId = "1234567890abcdef01234567890abcde";
var request = new StopTextTranslationJobRequest
{
JobId = jobId,
};
}

await StopTranslationJobAsync(client, request);

/// <summary>
/// Sends a request to stop a text translation job.
/// </summary>
/// <param name="client">Initialized AmazonTrnslateClient object.</param>
/// <param name="request">The request object to be passed to the
/// StopTextJobAsync method.</param>
public static async Task StopTranslationJobAsync(
AmazonTranslateClient client,
StopTextTranslationJobRequest request)
{
var response = await client.StopTextTranslationJobAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"{response.JobId} as status: {response.JobStatus}");
}
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}

}

• API の詳細については、「」を参照してくださいStopTextTranslationJobにAWS SDK for .NETAPI
リファレンス。

テキストをTranslate する
次のコード例は、Amazon Translate を使用してテキストを翻訳する方法を示しています。
AWS SDK for .NET

Tip
この例を設定および実行する方法については、GitHub。
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon.S3;
Amazon.S3.Transfer;
Amazon.Translate;
Amazon.Translate.Model;

public class TranslateText
{
public static async Task Main()
{
// If the region you want to use is different from the region
// defined for the default user, supply it as a parameter to the
// Amazon Translate client object constructor.
var client = new AmazonTranslateClient();
// Set the source language to "auto" to request Amazon Translate to
// automatically detect te language of the source text.
// You can get a list of the languages supposed by Amazon Translate
// in the Amazon Translate Developer's Guide here:
//
https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/what-is.html
string srcLang = "en"; // English.
string destLang = "fr"; // French.
// The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket where the
// source text file is stored.
string srcBucket = "DOC-EXAMPLE-BUCKET";
string srcTextFile = "source.txt";

srcText);
}
///
///
///
///
///
///
///

var srcText = await GetSourceTextAsync(srcBucket, srcTextFile);
var destText = await TranslatingTextAsync(client, srcLang, destLang,
ShowText(srcText, destText);
<summary>
Use the Amazon S3 TransferUtility to retrieve the text to translate
from an object in an S3 bucket.
</summary>
<param name="srcBucket">The name of the S3 bucket where the
text is stored.
</param>
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/// <param name="srcTextFile">The key of the S3 object that
/// contains the text to translate.</param>
/// <returns>A string representing the source text.</returns>
public static async Task<string> GetSourceTextAsync(string srcBucket, string
srcTextFile)
{
string srcText = string.Empty;
var s3Client = new AmazonS3Client();
TransferUtility utility = new TransferUtility(s3Client);
using var stream = await utility.OpenStreamAsync(srcBucket, srcTextFile);
StreamReader file = new System.IO.StreamReader(stream);

}

srcText = file.ReadToEnd();
return srcText;

/// <summary>
/// Use the Amazon Translate Service to translate the document from the
/// source language to the specified destination language.
/// </summary>
/// <param name="client">The Amazon Translate Service client used to
/// perform the translation.</param>
/// <param name="srcLang">The language of the source text.</param>
/// <param name="destLang">The destination language for the translated
/// text.</param>
/// <param name="text">A string representing the text to ranslate.</param>
/// <returns>The text that has been translated to the destination
/// language.</returns>
public static async Task<string> TranslatingTextAsync(AmazonTranslateClient
client, string srcLang, string destLang, string text)
{
var request = new TranslateTextRequest
{
SourceLanguageCode = srcLang,
TargetLanguageCode = destLang,
Text = text,
};
var response = await client.TranslateTextAsync(request);
}

}

return response.TranslatedText;

/// <summary>
/// Show the original text followed by the translated text.
/// </summary>
/// <param name="srcText">The original text to be translated.</param>
/// <param name="destText">The translated text.</param>
public static void ShowText(string srcText, string destText)
{
Console.WriteLine("Source text:");
Console.WriteLine(srcText);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Translated text:");
Console.WriteLine(destText);
}

• API の詳細については、「」を参照してくださいTranslateTextにAWS SDK for .NETAPI リファレン
ス。
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を使用するクロスサービスの例AWS SDK for .NET
次のサンプルアプリケーションでは、AWS SDK for .NET複数にまたがって作業するAWS のサービス。
例
• メッセージを翻訳する公開およびサブスクリプションアプリケーションを構築する (p. 507)
• DynamoDB 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 (p. 507)
• 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. 507)

メッセージを翻訳する公開およびサブスクリプションアプリケー
ションを構築する
AWS SDK for .NET
Amazon Simple Notification Service .NET API を使用して、サブスクリプションおよびパブリッシュ
機能を持つウェブアプリケーションを作成する方法を説明します。さらに、このサンプルアプリケー
ションではメッセージを翻訳します。
完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、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 SNS
• Amazon Translate

DynamoDB 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
AWS SDK for .NET
Amazon DynamoDB .NET 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

AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition で、イメージ内の
オブジェクトを検出します
AWS SDK for .NET
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにあるイメージ内から、Amazon Rekognition
を使用して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、Amazon Rekognition .NET
API を使用して作成する方法を示します。アプリケーションは Amazon Simple Email Service
(Amazon SES) を使用して、結果を含む E メール通知を管理者に送信します。
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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

を使用するAWS Lambdaコンピュートサービス用
-AWS SDK for .NETサポートするAWS Lambdaを使用すると、サーバーをプロビジョニングまたは管理
しなくてもコードを実行できます。詳細については、「」を参照してください。AWS Lambda製品ペー
ジとAWS Lambdaデベロッパーガイド、特に次のセクションはC# の操作。

API
AWS SDK for .NET は、AWS Lambda 用の API を提供しています。API を通じて、以下の Lambda 機能
を操作できます。機能,トリガー, およびイベント。API の完全なセットを表示するには、LambdaのAWS
SDK for .NETAPI リファレンス。
Lambda API は以下によって提供されます。NuGetパッケージ。

前提条件
開始する前に、環境がセットアップされている (p. 15)ことを必ず確認してください。また、「プロジェク
トをセットアップする (p. 17)」および「SDK 機能 (p. 50)」の情報を確認してください。

トピック
トピック
• を使用するAWS Lambdaを使用して注釈化するAWS SDK for .NET (p. 508)

を使用するAWS Lambdaを使用して注釈化するAWS
SDK for .NET
これはプレビューリリースのサービスに関するプレリリースドキュメントです。このドキュメントは変
更される可能性があります。
Lambda 関数を書くとき、大量のハンドラーコードを書いて更新する必要がある場合がありますAWS
CloudFormationテンプレート、その他のタスク。Lambda Annotations は、.NET 6 の Lambda 関数にかか
るこれらの負担を軽減するフレームワークです。これにより、C# で Lambda を記述するエクスペリエン
スがより自然に感じられるようになります。
フレームワークの使用方法と追加情報については、次のリソースを参照してください。
• -ブログプレビューLambda アノテーション用。
• -Amazon.Lambda.Annotations NuGet パッケージ化する。
• -aws/aws-lambda-dotnet GitHub repository.
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スタックとアプリケーションを使用するための
AWS OpsWorks のプログラミング
AWS SDK for .NET は AWS OpsWorks をサポートします。これは、スタックとアプリケーションを作成
および管理するためのシンプルで柔軟性のある方法を提供します。AWS OpsWorks を使用すると、AWS
リソースのプロビジョニング、AWS リソースの設定の管理、AWS リソースへのアプリケーションのデプ
ロイ、および AWS リソースの状態のモニタリングを行うことができます。詳細については、「」を参照
してください。OpsWorks 製品ページとAWS OpsWorksユーザーガイド。

API
AWS SDK for .NET は、AWS OpsWorks 用の API を提供しています。API を使用すると、レイヤー、イ
ンスタンス、アプリを含んでいるスタックなどの AWS OpsWorks 機能を使用できます。API の完全な
セットを表示するには、AWS SDK for .NETAPI リファレンス(そして「Amazon」までスクロールしま
す。OpsWorks「)。
-AWS OpsWorksAPI は以下によって提供されますAWSSDK。OpsWorks NuGet パッケージ化する。

前提条件
開始する前に、環境がセットアップされている (p. 15)ことを必ず確認してください。また、「プロジェク
トをセットアップする (p. 17)」および「SDK 機能 (p. 50)」の情報を確認してください。

その他のSupportAWSサービスと設定
-AWS SDK for .NETサポートするAWS前のセクションで説明しているサービスに加えて、サービス。サ
ポートされているすべてのサービスの API については、「」を参照してください。AWS SDK for .NETAPI
リファレンス。
個人の名前空間に加えてAWSサービス、AWS SDK for .NETでは、次の API も提供します。
エリア

説明

リソース

AWS サポート

プログラムによるアクセス
AWSSupport ケースおよび
Trusted Advisor 機能。

「Amazon.AWSSupport」および
「Amazon.AWSSupport.Model」
を参照してください。

全般

ヘルパークラスおよび列挙。

「Amazon」および
「Amazon.Util」を参照してくだ
さい。
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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におけるデータ保護 (p. 510)
• この AWS 製品またはサービスの Identity and Access Management (p. 511)
• この AWS 製品またはサービスのコンプライアンス検証 (p. 511)
• この AWS 製品またはサービスの耐障害性 (p. 512)
• 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. 512)
• 最小 TLS バージョンの適用AWS SDK for .NET (p. 513)
• Amazon S3 暗号化クライアントの移行 (p. 515)

この AWS 製品またはサービスにおけるデータ保護
AWS 責任共有モデルは、この AWS 製品またはサービスにおける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。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対す
る管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される 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 などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェースまたは 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。
お客様の 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 SDK for .NET
通信時のセキュリティを強化するにはAWSサービス、設定する必要がありますAWS SDK for .NETTLS 1.2
以降を使用してください。
AWS SDK for .NET は、基盤となる .NET ランタイムを使用して、適用するセキュリティプロトコルを決
定します。現行バージョンの .NET は、デフォルトでオペレーティングシステムがサポートする最新の設
定済みプロトコルを使用します。この SDK の動作はアプリケーションで上書きできますが、上書きは推奨
されません。

.NET Core
.NET Core は、デフォルトでオペレーティングシステムがサポートする最新の設定済みプロトコルを使用
します。AWS SDK for .NET は、この動作を上書きする機構を提供していません。
バージョン 2.1 より前の .NET Core を使用している場合は、.NET Core バージョンをアップグレードする
ことを強くお勧めします。
オペレーティングシステムごとの固有の情報については、以下を参照してください。
Windows
Windows の最新のディストリビューションでは、TLS 1.2 のサポートが デフォルトで有効になっていま
す。Windows 7 SP1 または Windows Server 2008 R2 SP1 上で実行している場合は、レジストリで TLS
1.2 のサポートが有効になっていることを確認する必要があります。https://docs.microsoft.com/en-us/
windows-server/security/tls/tls-registry-settings#tls -12。以前のディストリビューションを実行している場
合は、オペレーティングシステムをアップグレードする必要があります。Windows での TLS 1.3 サポート
については、Microsoft の最新ドキュメントで、最低限必要なクライアントバージョンまたはサーバーバー
ジョンを確認してください。
macOS
.NET Core 2.1 以降を実行している場合、TLS 1.2 はデフォルトで有効になっています。TLS 1.2 は OS X
Mavericks v10.9 以降でサポートされています。.NET Core バージョン 2.1 以降では、より新しいバージョ
ンの macOS が必要です。詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/core/install/windows?
tabs=netcore21&pivots=os-macos を参照してください。
.NET Core 1.0 を使用している場合、.NET Core は OpenSSL を macOS で使用します。この OpenSSL は
別個にインストールする必要がある依存関係です。OpenSSL のバージョン 1.0.1 で TLS 1.2 のサポートが
追加され、バージョン 1.1.1 で TLS 1.2 のサポートが追加されました。
Linux
Linux 上の .NET コアには OpenSSL が必要です。OpenSSL は、多くの Linux ディストリビューション
にバンドルされていますが、別個にインストールすることもできます。OpenSSL のバージョン 1.0.1 で
TLS 1.2 のサポートが追加され、バージョン 1.1.1 で TLS 1.2 のサポートが追加されました。最新バージョ
ンの .NET Core (2.1 以降) を使用していて、パッケージマネージャーをインストールしている場合は、通
常、最新バージョンの OpenSSL がインストール済みです。
これを調べるには、ターミナルで openssl version を実行し、バージョンが 1.0.1 より新しいことを確
認します。
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特定のランタイムライブラリまたは .NET Framework
の最小バージョンが必要です。
新しいバージョンの .NET Framework (4.7 以降) と新しいバージョンの Windows (クライアントの場合は
Windows 8 以上、サーバーの場合は Windows Server 2012 以降) を実行している場合、TLS 1.2 はデフォ
ルトで有効化され、使用されています。
オペレーティングシステムの設定を使用しない .NET Framework ランタイム (.NET Framework 3.5～4.5.2)
を使用している場合、AWS SDK for .NET は、サポートされているプロトコルに対して TLS 1.1 および
TLS 1.2 のサポートを追加しようとします。.NET Framework 3.5 を使用している場合、これが成功するの
は、次のように適切なホットパッチがインストールされている場合のみです。
• Windows 10 バージョン 1511 および Windows Server 2016 – KB3156421
• Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 – KB3154520
• Windows Server 2012 – KB3154519
• Windows 7 SP1 および Server 2008 R2 SP1 – KB3154518
アプリケーションを Windows 7 SP1 または Windows Server 2008 R2 SP1 上の新しい .NET Framework
で実行している場合は、レジストリで TLS 1.2 のサポートが有効になっていることを確認する必要があり
ます。https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/tls/tls-registry-settings#tls -12。新しいバー
ジョンの Windows の場合、これはデフォルトで有効になっています。
.NET Framework で TLS を使用するための詳細なベストプラクティスについては、Microsoft の記事
(https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/framework/network-programming/tls) を参照してください。

AWS Tools for PowerShell
AWS Tools for PowerShell は、AWS のサービスに対するすべての呼び出しに AWS SDK for .NET を使用
します。環境の動作は Windows のバージョンによって異なります PowerShell 君は以下のように走ってい
る。
Windows PowerShell 2.0～5.x
Windows PowerShell 2.0～5.x は、.NET Framework で実行します。どの .NET ランタイム (2.0 または 4.0)
で使用されているかは、確認できます PowerShell 次のコマンドを使用します。
$PSVersionTable.CLRVersion

• .NET ランタイム 2.0 を使用している場合は、AWS SDK for .NET および .NET Framework 3.5 に関する
前述の手順に従います。
• .NET ランタイム 4.0 を使用している場合は、AWS SDK for .NET および .NET Framework 4+ に関する
前述の手順に従います。
Windows PowerShell 6.0
Windows PowerShell 6.0 以降は、.NET Core で実行します。どのバージョンの .NET Core が使用されてい
るかは、次のコマンドで確認できます。

[System.Reflection.Assembly]::GetEntryAssembly().GetCustomAttributes([System.Runtime.Versioning.TargetF
$true).FrameworkName

AWS SDK for .NET および該当するバージョンの .NET Core に関する前述の手順に従います。
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Xamarin
Xamarin については、次の指示を参照してください。https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/crossplatform/app-fundamentals/transport-layer-security。要約は、以下のとおりです。
Android の場合
• Android 5.0 以降が必要です。
• プロジェクトプロパティ,Android のオプション: HttpClient 実装は次のように設定する必要がありますア
ンドロイドSSL/TLS の実装はネイティブ TLS 1.2 以降。
iOS の場合
• iOS 7 以降が必要です。
• プロジェクトプロパティ,iOS ビルド: HttpClient実装は次のように設定する必要がありま
すNSUrlSession。
macOS の場合
• macOS 10.9 以降が必要です。
• プロジェクトオプション,ビルド,Mac Build: HttpClient 実装は次のように設定する必要がありま
すNSUrlSession。

Unity
Unity 2018.2 以降を使用し、.NET 4.x Equivalent スクリプティングランタイムを使用する必要がありま
す。次の設定を行うことができますProject Settings,構成,プレイヤー、で説明されているようにhttps://
docs.unity3d.com/2019.1/Documentation/Manual/ScriptingRuntimeUpgrade.html。.NET 4.x Equivalent ス
クリプティングランタイムは、Mono または IL2CPP を実行するすべての Unity プラットフォームで TLS
1.2 のサポートを有効にします。詳細については、次を参照してください。https://blogs.unity3d.com/2018/
07/11/scripting-runtime-improvements-in-unity-2018-2/。

ブラウザ (Blazor 用) WebAssembly)
WebAssembly サーバー上ではなくブラウザで実行され、ブラウザを使用して HTTP トラフィックを処理
します。したがって、TLS のサポートはブラウザのサポートによって決まります。
ブレザー WebAssemblyAs.NET Core 3.1 のプレビューで、をサポートするブラウザでのみサポートされ
ています WebAssembly、で説明されているようにhttps://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/
supported-platforms。すべてのメインストリームブラウザは、サポートする前に TLS 1.2 をサポート
WebAssembly。これに該当するブラウザの場合、アプリを実行すると、アプリは TLS 1.2 経由で通信でき
ます。
詳細と検証については、ブラウザのドキュメントを参照してください。

Amazon S3 暗号化クライアントの移行
このトピックでは、アプリケーションで使用している Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 暗号
化クライアントをバージョン 1 (V1) からバージョン 2 (V2) に移行し、移行プロセス全体でアプリケーショ
ンの可用性を確保する方法について説明します。
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V2 クライアントで暗号化されたオブジェクトは、V1 クライアントでは復号化できません。すべてのオブ
ジェクトを一度に再暗号化する必要をなくして、新しいクライアントへの移行を容易にするために、「V1
移行用の」クライアントが提供されています。このクライアントは、V1 と V2 のどちらで暗号化されたオ
ブジェクトでも復号化できますが、オブジェクトを暗号化する際には V1 互換形式のみを使用します。V2
クライアントは、(V1 オブジェクトのサポートが有効になっていれば) V1 と V2 のどちらで暗号化された
オブジェクトでも復号化できますが、オブジェクトの暗号化には V2 互換形式のみを使用します。

移行の概要
この移行は 3 つのフェーズを通じて行われます。各フェーズについては、後ほど詳しく説明します。次の
フェーズを開始する前に、共有オブジェクトを使用するすべてのクライアントで各フェーズを完了させる
必要があります。
1.

既存のクライアントを V1 移行用クライアントに更新して、新しい形式を読み取るようにします。最
初にアプリケーションを更新して、V1 クライアントではなく V1 移行用クライアントに依存するよう
にします。V1 移行用クライアントを使用すると、新しい V2 クライアントで記述されたオブジェクト
と V1 互換形式で記述されたオブジェクトを既存のコードで復号化できます。

Note
V1 移行用クライアントは、移行のみを目的として提供されています。V1 移行用クライアン
トに移行した後は、V2 クライアントへのアップグレードに進んでください。
2.

V1 移行用クライアントを V2 クライアントに移行して、新しい形式を書き込むようにします。次に、
アプリケーション内のすべての V1 移行用クライアントを V2 クライアントに置き換え、セキュリティ
プロファイルを V2AndLegacy に設定します。V2 クライアントでこのセキュリティプロファイルを
設定すると、クライアントは V1 互換形式で暗号化されたオブジェクトを復号化できるようになりま
す。

3.

V2 クライアントを更新して V1 形式を読み取らないようにします。最後に、すべてのクライアント
の V2 への移行が完了し、すべてのオブジェクトが V2 互換フォーマットで暗号化または再暗号化さ
れたら、V2 セキュリティプロファイルを V2AndLegacy の代わりに V2 に設定します。こうすること
で、V1 互換形式のオブジェクトが復号化されなくなります。

既存のクライアントを V1 移行用クライアントに更新
して、新しい形式を読み取るようにする
V2 暗号化クライアントは、古いバージョンのクライアントではサポートされていない暗号化アルゴリズム
を使用します。移行の最初のステップは、V1 復号化クライアントを更新して、新しい形式を読み取れるよ
うにすることです。
V1 移行用クライアントを使用すると、V1 と V2 のどちらで暗号化されたオブジェクトでもアプリケー
ションで復号化できるようになります。このクライアントはAmazon.Extensions.S3. NuGet パッケージ化
する。V1 移行用クライアントを使用するには、各アプリケーションで次の手順を実行します。
1.

Amazon.Extensions.S3.Encryption パッケージへの新しい依存関係を構築します。プロジェクトが直接
依存している場合AWSSDKS3またはAWSSDK。KeyManagementServiceパッケージ化するには、こ
れらの依存関係を更新または削除して、更新されたバージョンがこの新しいパッケージに取り込まれ
るようにする必要があります。

2.

該当する using ステートメントを、以下のように Amazon.S3.Encryption から
Amazon.Extensions.S3.Encryption に変更します。
// using Amazon.S3.Encryption;
using Amazon.Extensions.S3.Encryption;

3.

アプリケーションを再構築して再デプロイします。
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V1 移行用クライアントは V1 クライアントと完全に API 互換であるため、他のコード変更は必要ありませ
ん。

V1 移行用クライアントを V2 クライアントに移行し
て、新しい形式を書き込むようにする
V2 クライアントはAmazon.Extensions.S3. NuGet パッケージ化する。このクライアントを使用する
と、V1 と V2 のどちらで暗号化されたオブジェクトでもアプリケーションで復号化できるようになります
が (そのように設定された場合)、オブジェクトの暗号化には V2 互換形式のみを使用します。
既存のクライアントを更新して新しい暗号化形式を読み取るようにした後で、アプリケーションが V2 暗
号化および復号化クライアントを使用するように安全に更新できます。V2 クライアントを使用するには、
各アプリケーションで次の手順を実行します。
1.

EncryptionMaterials を EncryptionMaterialsV2 に変更します。
a.

KMS を使用する場合:
i.

KMS キー ID を指定します。

ii.

使用している暗号化方法、すなわち KmsType.KmsContext を宣言します。

iii.
b.

このデータキーに関連付ける暗号化コンテキストを KMS に対して指定します。空の辞書を
送信することはできますが (Amazon 暗号化コンテキストは引き続きマージされます)、追加
のコンテキストを指定することをお勧めします。
ユーザー指定のキーラップ方式を使用する場合 (対称暗号化または非対称暗号化):
i.

暗号化マテリアルを含む AES または RSA インスタンスを指定します。

ii.

使用する暗号化アルゴリズム、すなわち SymmetricAlgorithmType.AesGcm または
AsymmetricAlgorithmType.RsaOaepSha1 を宣言します。

2.

AmazonS3CryptoConfiguration を AmazonS3CryptoConfigurationV2 に変更
し、SecurityProfile プロパティを SecurityProfile.V2AndLegacy に設定します。

3.

AmazonS3EncryptionClient を AmazonS3EncryptionClientV2 に変更します。このクラ
イアントは、前のステップで新たに変換された AmazonS3CryptoConfigurationV2 および
EncryptionMaterialsV2 オブジェクトを受け取ります。

例: KMS から KMS+コンテキスト
移行前
using System.Security.Cryptography;
using Amazon.S3.Encryption;
var encryptionMaterial = new EncryptionMaterials("1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab");
var configuration = new AmazonS3CryptoConfiguration()
{
StorageMode = CryptoStorageMode.ObjectMetadata
};
var encryptionClient = new AmazonS3EncryptionClient(configuration, encryptionMaterial);

移行後
using System.Security.Cryptography;
using Amazon.Extensions.S3.Encryption;
using Amazon.Extensions.S3.Encryption.Primitives;
var encryptionContext = new Dictionary<string, string>();
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var encryptionMaterial = new EncryptionMaterialsV2("1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
KmsType.KmsContext, encryptionContext);
var configuration = new AmazonS3CryptoConfigurationV2(SecurityProfile.V2AndLegacy)
{
StorageMode = CryptoStorageMode.ObjectMetadata
};
var encryptionClient = new AmazonS3EncryptionClientV2(configuration, encryptionMaterial);

例: 対称アルゴリズム (AES-CBC から AES-GCM キーラップ)
StorageMode は ObjectMetadata または InstructionFile のいずれかになります。
移行前
using System.Security.Cryptography;
using Amazon.S3.Encryption;
var symmetricAlgorithm = Aes.Create();
var encryptionMaterial = new EncryptionMaterials(symmetricAlgorithm);
var configuration = new AmazonS3CryptoConfiguration()
{
StorageMode = CryptoStorageMode.ObjectMetadata
};
var encryptionClient = new AmazonS3EncryptionClient(configuration, encryptionMaterial);

移行後
using System.Security.Cryptography;
using Amazon.Extensions.S3.Encryption;
using Amazon.Extensions.S3.Encryption.Primitives;
var symmetricAlgorithm = Aes.Create();
var encryptionMaterial = new EncryptionMaterialsV2(symmetricAlgorithm,
SymmetricAlgorithmType.AesGcm);
var configuration = new AmazonS3CryptoConfigurationV2(SecurityProfile.V2AndLegacy)
{
StorageMode = CryptoStorageMode.ObjectMetadata
};
var encryptionClient = new AmazonS3EncryptionClientV2(configuration, encryptionMaterial);

Note
AES-GCM で復号化する場合は、復号化されたデータの使用を開始する前に、オブジェクト全体
を最後まで読み取ってください。これは、オブジェクトが暗号化されていた時点から変更されて
いないことを確認するためのステップです。

例: 非対称アルゴリズム (RSA から RSA-OAEP-SHA1 キーラッ
プ)
StorageMode は ObjectMetadata または InstructionFile のいずれかになります。
移行前
using System.Security.Cryptography;
using Amazon.S3.Encryption;
var asymmetricAlgorithm = RSA.Create();
var encryptionMaterial = new EncryptionMaterials(asymmetricAlgorithm);
var configuration = new AmazonS3CryptoConfiguration()
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{

StorageMode = CryptoStorageMode.ObjectMetadata
};
var encryptionClient = new AmazonS3EncryptionClient(configuration, encryptionMaterial);

移行後
using System.Security.Cryptography;
using Amazon.Extensions.S3.Encryption;
using Amazon.Extensions.S3.Encryption.Primitives;
var asymmetricAlgorithm = RSA.Create();
var encryptionMaterial = new EncryptionMaterialsV2(asymmetricAlgorithm,
AsymmetricAlgorithmType.RsaOaepSha1);
var configuration = new AmazonS3CryptoConfigurationV2(SecurityProfile.V2AndLegacy)
{
StorageMode = CryptoStorageMode.ObjectMetadata
};
var encryptionClient = new AmazonS3EncryptionClientV2(configuration, encryptionMaterial);

V2 クライアントを更新して V1 形式を読み取らないよ
うにする
最終的に、すべてのオブジェクトが V2 クライアントを使用して暗号化または再暗号化されま
す。この変換が完了した後、次のスニペットに示すように SecurityProfile プロパティを
SecurityProfile.V2 として、V2 クライアントの V1 互換性を無効にできます。
//var configuration = new AmazonS3CryptoConfigurationV2(SecurityProfile.V2AndLegacy);
var configuration = new AmazonS3CryptoConfigurationV2(SecurityProfile.V2);
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に関する特別な考慮事項AWS SDK
for .NET
このセクションでは、通常の構成または手順が適切でない、または十分でない特殊なケースに関する考慮
事項について説明します。
トピック
• のアセンブリの取得AWS SDK for .NET (p. 520)
• アプリケーション内の資格情報とプロファイルへのアクセス (p. 521)
• Unity のサポートに関する特別な考慮事項 (p. 523)
• Xamarin サポートに関する特別な考慮事項 (p. 524)

のアセンブリの取得AWS SDK for .NET
このトピックでは、AWSSDK アセンブリを取得し、プロジェクトで使用するためにローカル (またはオ
ンプレミス) に格納する方法について説明します。これはじゃないSDK 参照の処理に推奨される方法です
が、一部の環境では必須です。

Note
SDK 参照を処理するための推奨される方法は、各プロジェクトが必要とする NuGet パッケージ
のみをダウンロードしてインストールすることです。その方法については、NuGet で AWSSDK
パッケージをインストールする (p. 29)。
プロジェクトごとに NuGet パッケージをダウンロードしてインストールできない、または許可されない場
合は、次のオプションを使用できます。

ZIP ファイルをダウンロードして抽出する
（これはそうではないことを忘れないでください推奨される方法 (p. 29)への参照を処理するためAWS
SDK for .NET。）
1.

次の ZIP ファイルのいずれかをダウンロードします。
• aws-sdk-netstandard2.0.zip

2.
3.

• aws-sdk-net45.zip
• aws-sdk-net35.zip
アセンブリをファイルシステム上のいくつかの「ダウンロード」フォルダに展開します。どこでもか
まいません。このフォルダを書き留めます。
プロジェクトをセットアップすると、の説明に従って、このフォルダから必要なアセンブリが取得さ
れます。NuGet を使わずに AWSSDK アセンブリをインストールする (p. 31)。

Windows に MSI をインストールする
（これはそうではないことを忘れないでください推奨される方法 (p. 29)への参照を処理するためAWS
SDK for .NET。）
NuGet を使用する代わりに MSI をインストールする必要がある場合は、レガシーMSI にhttps://sdk-fornet.amazonwebservices.com/latest/AWSToolsAndSDKForNet.msi。
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アプリケーション内の資格情報とプロファイルへのアクセス

デフォルトでは、AWS SDK for .NETにインストールされているProgram Filesフォルダには、管理者権
限が必要です。管理者以外として SDK をインストールするには、別のフォルダを選択します。

アプリケーション内の資格情報とプロファイルへの
アクセス
認証情報を使用するための推奨の方法は、AWS SDK for .NET「」の説明に従って、それらを見つけて検索
します。認証情報とプロファイルの解決 (p. 25)。
ただし、プロファイルと認証情報をアクティブに取得して、それら認証情報を明示的に使用するように、
アプリケーションを設定することもできますAWSサービスクライアントです。
プロファイルと認証情報をアクティブに取得するには、Amazon.runtime.CredentialManagement名前空
間。
• ファイル内でプロファイルを検索するにはAWSクレデンシャルファイル形式 (共有したAWSデ
フォルトの場所にある認証情報ファイル (p. 21)またはカスタム認証情報ファイル) を使用する場合
は、SharedCredentialsFileクラス。この形式のファイルは、単に呼ばれることもあります。認証情報
ファイル簡潔にするために、このテキストで説明します。
• SDK ストアでプロファイルを検索するには、NetSDKCredentialsFileクラス。
• クラスプロパティの設定に応じて、認証情報ファイルと SDK ストアの両方で検索するには、クレデン
シャルプロファイルストアチェーンクラス。
このクラスを使用して、プロファイルを検索できます。このクラスを使用して、リクエストすることも
できますAWSクレデンシャルを使用する代わりに、直接認証情報AWSCredentialsFactoryクラス (次
に説明)。
• プロファイルからさまざまなタイプの認証情報を取得または作成するには、AWSCredentialsFactoryク
ラス。
以下のセクションでは、これらのクラスの例を示します。

クラス資格情報プロファイルストアチェーンの例
認証情報またはプロファイルは、クレデンシャルプロファイルストアチェーンクラスを使っ
てTryGetAWSCredentialsまたはTryGetProfileメソッド。-ProfilesLocationクラスのプロパティによ
り、以下のように、メソッドの動作が決まります。
• もしProfilesLocationNULL または空の場合、プラットフォームがサポートしている場合に SDK ス
トアを検索し、共有を検索しますAWSデフォルトの場所にある認証情報ファイル。
• そのファイルにProfilesLocationプロパティに値が含まれており、プロパティで指定された認証情報
ファイルを検索します。

SDK ストアまたは共有から認証情報を取得するAWS認証情報
ファイル
この例では、を使用して認証情報を取得する方法を説明します。CredentialProfileStoreChainクラ
スを取得して、認証情報を使用してAmazons3Clientオブジェクト。認証情報は、SDK ストアまたは共有か
ら入手できます。AWSデフォルトの場所にある認証情報ファイル。
この例では、Amazon.runtime.awscredentialsクラス。
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クラスの共有クレデンシャルファ
イルと AWScredentialsFactory の例
var chain = new CredentialProfileStoreChain();
AWSCredentials awsCredentials;
if (chain.TryGetAWSCredentials("some_profile", out awsCredentials))
{
// Use awsCredentials to create an Amazon S3 service client
using (var client = new AmazonS3Client(awsCredentials))
{
var response = await client.ListBucketsAsync();
Console.WriteLine($"Number of buckets: {response.Buckets.Count}");
}
}

SDK ストアまたは共有からプロファイルを取得するAWS認証情
報ファイル
この例では、CredentialProfileStoreChain クラスを使用してプロファイルを取得する方法を説明します。
認証情報は、SDK ストアまたは共有から入手できます。AWSデフォルトの場所にある認証情報ファイル。
この例では、クレデンシャルプロファイルクラス。
var chain = new CredentialProfileStoreChain();
CredentialProfile basicProfile;
if (chain.TryGetProfile("basic_profile", out basicProfile))
{
// Use basicProfile
}

カスタム認証情報ファイルから認証情報を取得する
この例では、CredentialProfileStoreChain クラスを使用して認証情報を取得する方法を説明します。クレ
デンシャルは、AWSクレデンシャルファイル形式ですが、別の場所にあります。
この例では、Amazon.runtime.awscredentialsクラス。
var chain = new
CredentialProfileStoreChain("c:\\Users\\sdkuser\\customCredentialsFile.ini");
AWSCredentials awsCredentials;
if (chain.TryGetAWSCredentials("basic_profile", out awsCredentials))
{
// Use awsCredentials to create an AWS service client
}

クラスの共有クレデンシャルファイルと
AWScredentialsFactory の例
SharedCredentialsFile クラスを使用して AmazonS3Client を作成
します。
この例では、共有でプロファイルを検索する方法を説明します。AWS認証情報ファイル、作成AWSプ
ロファイルから認証情報を生成し、その認証情報を使用してAmazons3Clientオブジェクト。この例で
は、SharedCredentialsFileクラス。
この例では、クレデンシャルプロファイルクラスとAmazon.runtime.awscredentialsクラス。
CredentialProfile basicProfile;
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AWSCredentials awsCredentials;
var sharedFile = new SharedCredentialsFile();
if (sharedFile.TryGetProfile("basic_profile", out basicProfile) &&
AWSCredentialsFactory.TryGetAWSCredentials(basicProfile, sharedFile, out
awsCredentials))
{
// use awsCredentials to create an Amazon S3 service client
using (var client = new AmazonS3Client(awsCredentials, basicProfile.Region))
{
var response = await client.ListBucketsAsync();
Console.WriteLine($"Number of buckets: {response.Buckets.Count}");
}
}

Note
-NetSDKCredentialsFileクラスはまったく同じ方法で使用できます。ただ
し、SharedCredentialsFile オブジェクトの代わりに新しい NetSDKCredentialsFile オブジェクト
をインスタンス化する点が異なります。

Unity のサポートに関する特別な考慮事項
を使用する場合AWS SDK for .NETそして.NET Standard 2.0Unity アプリケーションでは、アプリケーショ
ンはAWS SDK for .NETNuGet を使用するのではなく、直接アセンブリ (DLL ファイル)。この要件を考慮
すると、実行する必要がある重要なアクションは次のとおりです。
• 入手する必要がありますAWS SDK for .NETアセンブリを作成し、プロジェクトに適用します。これを
行う方法については、「」を参照してください。ZIP ファイルをダウンロードして抽出する (p. 520)ト
ピックAWSSDK アセンブリの取得 (p. 520)。
• Unity プロジェクトに次の DLL を、以下の DLL と一緒に含める必要があります。AWSSDK.Coreと他の
はAWS使用している API を使用して、のバージョン 3.5.109 からAWS SDK for .NETでは、.NET 標準
ZIP ファイルには、これらの追加の DLL が含まれています。
• Microsoft.BCL.AsyncInterfaces.dll
• system.runtime.CompilerServices.unsafe.dll
• system.tasks.Extensions.dll
• 使用している APIIL2CPPUnity プロジェクトをビルドするには、link.xmlコードをストリッピング
しないようにするには、Asset フォルダーにファイルを追加します。-link.xmlファイルには、使用
しているすべての AWSSDK アセンブリがリストされている必要があります。また、各アセンブリに
はpreserve="all"属性。次のスニペットは、このファイルの例を示しています。
<linker>
<assembly fullname="AWSSDK.Core" preserve="all"/>
<assembly fullname="AWSSDK.DynamoDBv2" preserve="all"/>
<assembly fullname="AWSSDK.Lambda" preserve="all"/>
</linker>

Note
この要件に関連する興味深い背景情報を読むには、次の記事を参照してください。http://
aws.amazon.com/blogs/developer/referencing-the-aws-sdk-for-net-standard-2-0-from-unityxamarin-or-uwp/。
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Xamarin サポート

これらの特別な考慮事項に加えて、を参照してください。バージョン 3.5 の変更点 (p. 84)Unity アプリ
ケーションのバージョン 3.5 のに移行する方法については、AWS SDK for .NET。

Xamarin サポートに関する特別な考慮事項
Xamarin プロジェクト (新規および既存) は、.NET Standard 2.0 を対象とする必要があります。
「Xamarin.Forms での .NET Standard 2.0 のサポート」および「.NET 実装サポート」を参照してくださ
い。
また、次の情報も参照してください。ポータブルクラスライブラリと Xamarin (p. 82)。

524

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド

の API リファレンスAWS SDK
for .NET
-AWS SDK for .NETへのアクセスに使用するAPIを提供します。AWSのサービス。API で使用できるクラ
スとメソッドを確認するには、AWS SDK for .NETAPI リファレンス。
上記の一般的な参考文献に加えて、以下の各例はガイダンス付きのコード例 (p. 88)セクションには、その
例で使用されている特定のメソッドとクラスへの参照が含まれています。

525

AWS SDK for .NET デベロッパーガイド

ドキュメント履歴
次の表は、AWS SDK for .NET デベロッパーガイドの前回リリースからの重要な変更点をまとめたもので
す。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードを購読してください。
変更

説明

日付

Lambda 注釈 (プレ
ビュー) (p. 508)

のプレビューAWS Lambdaアノ
テーションフレームワーク。

2022 年 9 月 22 日

へのアプリケーションのデプロ
イAWS (p. 76)

メインコンテンツを a に移動
しました GitHub ページサイ
ト:https://aws.github.io/awsdotnet-deploy/

2022 年 6 月 28 日

廃止された EC2Classic (p. 526)

EC2-Classic の廃止に関する注記
を追加しました。

2022 年 4 月 13 日

によるSign-OnAWS SDK
for .NET (p. 58)

を使用する際の Single Sign-On
(SSO) に関する情報の追加AWS
SDK for .NET。

2022 年 3 月 17 日

最小 TLS バージョンの適
用 (p. 513)

TLS 1.3 に関する情報を追加しま
した。

2022 年 3 月 16 日

の使用AWSサービス (p. 88)

次の場所で利用できるコード例の 2022 年 2 月 28 日
一覧が含まれています GitHub。

SDK メトリクスの有効
化 (p. 526)

廃止された SDK メトリクスの有
効化に関する情報を削除しまし
た。

2022 年 1 月 20 日

へのアプリケーションのデプロ
イAWS (p. 76)

への参照を追加しましたAWSに
類似したデプロイ機能を提供す
る、Toolkit for Visual Studio への
デプロイ機能AWSデプロイツー
ル。

2021 年 10 月 26 日

AWS SDK for .NET バージョン 3
ガイドの統合 (p. 526)

AWS SDK for .NET バージョン
3 デベロッパーガイドの「V3」
と「最新」の 2 つが、「V3」の
URL で 1 つのガイドに統合され
ました。

2021 年 8 月 18 日

.NET Standard 1.3 からの移
行 (p. 86)

AWS SDK for .NET での .NET
2021 年 3 月 25 日
Standard 1.3 のサポートは終了し
ました。

へのアプリケーションのデプロ
イAWS(プレビュー) (p. 76)

に関するプレビュー情報を追
2021 年 3 月 15 日
加しましたAWSデプロイツー
ル。.NET CLI からアプリケー
ションをデプロイするために使用
できます。

バージョン 3.5 のAWS SDK
for .NET (p. 84)

AWS SDK for .NET のバージョン 2020 年 8 月 25 日
3.5 がリリースされました。
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ページネーター (p. 53)

多くのサービスクライアントに
2020 年 8 月 24 日
ページネーターが追加され、API
の結果のページ分割がより便利に
なりました。

再試行とタイムアウト (p. 51)

再試行モードに関する情報を追加 2020 年 8 月 20 日
しました。

S3 暗号化クライアントの移
行 (p. 515)

Amazon S3 暗号化クライアント 2020 年 8 月 7 日
を V1 から V2 に移行する方法に
ついての情報が追加されました。

S3 暗号化用 KMS キーの使
用 (p. 182)

S3 暗号化クライアントのバー
ジョン 2 の使用例を更新しまし
た。

2020 年 8 月 6 日

.NET Standard 1.3 からの移
行 (p. 86)

2020 年末での .NET Standard
1.3 のサポート終了に関する情報
を追加しました。

2020 年 5 月 18 日

クイックスタート (p. 5)

AWS SDK for .NET について紹介 2020 年 3 月 27 日
するため、基本的なセットアップ
とチュートリアルを含むクイック
スタートセクションが追加されま
した。

TLS 1.2 の適用 (p. 513)

SDK で TLS 1.2 を適用する方法 2020 年 3 月 10 日
についての情報を追加しました。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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