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AWSToolkit for Eclipse は、2023 年 5 月 31 日にサポートが終了します。追加情報については、AWS 
Toolkit for Eclipse GitHub リポジトリから入手できる README.md ファイルを参照してください。

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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その他のドキュメントとリソース

AWS Toolkit for Eclipse とは
AWS Toolkit for Eclipse は、Eclipse 統合開発環境 (IDE) 用のオープンソースのプラグインです。これによ
り、Amazon Web Services を使用する Java アプリケーションの開発、デバッグ、デプロイが簡単になり
ます。以下の機能が Eclipse IDE に追加されます。

• Toolkit for Eclipse を使用して新しい AWS プロジェクトを作成するとき、AWS SDK for Java は Maven 
に含まれ、管理されます。

• AWS Explorer (Amazon Web Services へのインターフェイスであり、Eclipse 環境内から AWS リソース
を管理できるようになります)

• AWS Lambda Java プロジェクトと Serverless Application Model (SAM) プロジェクトの設計図の作成、
デプロイ、およびデバッグ

• AWS CodeCommit リポジトリのクローニング
• AWS CodeStar との統合
• Elastic Beanstalk のデプロイおよびデバッグ
• AWS CloudFormation Template Editor
• 複数の AWS アカウントのサポート

Important

Toolkit for Eclipse は無償で使用できますが、Amazon EC2 インスタンスの実行や Amazon S3 ス
トレージの使用など、AWS 請求対象リソースの作成や使用には AWS 料金が
発生する場合があります。AWS 料金計算ツールを使用して、さまざまな AWS
リソースの料金を見積もることができます。

その他のドキュメントとリソース
このガイドに加えて、他にも Toolkit for Eclipse のユーザーを対象としたリソースがあります。

• AWS SDK for Java デベロッパーガイド
• AWS SDK for Java API リファレンス
• Java 開発者ブログ
• Java 開発者フォーラム
• GitHub:

• ドキュメントソース
• ドキュメントの問題
• ツールキットソース
• ツールキットの問題

• @awsforjava (Twitter)
• Toolkit のライセンス
• Toolkit についてのよくある質問
• AWS SDK for Java の使用開始
• AWS Toolkit for Eclipse での AWS Elastic Beanstalk の使用 (ビデオ)
• AWSToolkit for Eclipse Amazon EC2 の管理 (ビデオ)
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ツールキットのセットアップ

ご利用スタートにあたって
このセクションでは、Toolkit for Eclipse の開始方法 (Toolkit for Eclipse をインストールして設定する方法
など) について説明します。

トピック
• ツールキットのセットアップ (p. 2)
• AWS 認証情報の設定 (p. 3)
• Amazon EC2 キーペアとプライベートキーの関連付け (p. 6)

ツールキットのセットアップ
このセクションでは、Toolkit for Eclipse をインストールまたはアップグレードする方法について説明しま
す。

前提条件
Toolkit for Eclipse には、以下の前提条件があります。

• Amazon Web Services アカウント – AWS アカウントを取得するには、AWS のホーム ページにアクセ
スし、[Sign Up Now] (今すぐサインアップ) をクリックします。サインアップにより、AWS のすべての
サービスを使用できるようになります。

• サポートされているオペレーティング システム - Toolkit for Eclipse は Windows、Linux、macOS、Unix 
でサポートされています。

• Java 1.8
• Eclipse IDE for Java Developers 4.2 以降 - Toolkit for Eclipse を最新の状態に維持するために、Eclipse 

のダウンロードページで入手できるデフォルトのバージョンが使用されます。

Note

Eclipse には、ダウンロードできる多数のバージョンが用意されています。Eclipse IDE for 
Enterprise Java Developers をインストールすることをお勧めします。これには、Elastic 
Beanstalk に必要な Eclipse Web Tools Platform、Amazon SimpleDB 機能に必要な Eclipse 
Data Tools Platform、Eclipse EGit、および M2Eclipse が含まれています。Eclipse の別のバー
ジョンをインストールする場合は、これらの機能がサポートされていることを確認してくださ
い (つまり、表示されるリンクを使用して、それらの機能をインストールしてください)。

Toolkit for Eclipse をインストールする
AWS Toolkit for Eclipse をインストールするには

1. Eclipse で、[Help] をクリックし、[Install New Software] をクリックします。
2. [Work with] (連携) ボックスに、https://aws.amazon.com/eclipse と入力し、Enter キーを押

します。
3. インストールする Toolkit for Eclipse のコンポーネントを選択します。すべてのコンポーネントを一度

にインストールするには、[Select All] をクリックします。
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Toolkit for Eclipse をアップグレードする

Note

• AWSToolkit for Eclipse（内部AWSコア管理ツールセクションに移動します。必須; その他
のコンポーネントはすべてオプションです。

• Amazon RDS または Amazon SimpleDB のサポートには、Eclipse Data Tools Platform
(DTP) のインストールが必要です。DTP は、"Java EE Developers" バージョンの Eclipse 
ではデフォルトでインストールされます。個別にインストールすることもできます。

4. 選択を終えたら、[Next] (または [Finish]) をクリックしてインストールを完了します。

Toolkit for Eclipse をセットアップしたら、AWS 認証情報を設定 (p. 3)する必要があります。

Note

選択したオプションやネットワーク速度、サーバーのレイテンシー、システム性能などの要因に
よって、インストールの完了には最長で 30 分かかる場合があります。

Toolkit for Eclipse をアップグレードする
Toolkit for Eclipse をアップグレードまたは再インストールするには、ツールキットのインストー
ル (p. 2)と同じ手順を使用します。

一部のバージョンの Eclipse (特に Mars と Neon) は、古いバージョンの Oomph プラグインのバグによ
り、最新のアーティファクトを取得できない可能性があります。この問題に対処するには:

1. https://aws.amazon.com/eclipse/site.xml を Toolkit for Eclipseの更新サイトとして使用して
いることを確認します。

2. ~/.eclipse/org.eclipse.oomph.p2/cache/ ディレクトリを削除して、キャッシュされたコンテ
ンツを削除します。

3. 最新バージョンの Oomph (Eclipse インストーラ) をインストールします。

AWS 認証情報の設定
Toolkit for Eclipse で Amazon Web Services にアクセスするには、AWS アカウントの認証情報を使って 
Toolkit for Eclipse を設定する必要があります。

AWS アクセスキーを取得する
アクセスキーはアクセスキー ID とシークレットアクセスキーから成り、AWS に対するプログラムによる
リクエストに署名するときに使用されます アクセスキーがない場合は、AWS Management Console の開
始方法を使用して作成することができます。AWS ルートアカウントのアクセスキーの代わりに、IAM のア
クセスキーを使用することをお勧めします。IAM では、AWS アカウントでの AWS サービスとリソースへ
のアクセスを安全に制御できます。

Note

アクセスキーを作成するには、必要な IAM アクションを実行するためのアクセス許可が必要で
す。詳細については、IAM ユーザーガイドの「パスワードポリシーと認証情報を管理する IAM 
ユーザー許可の付与」を参照してください。

アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを取得するには
1. [IAM コンソール] を開きます。
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https://eclipse.org/datatools/downloads.php
https://projects.eclipse.org/projects/tools.oomph
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Toolkit for Eclipse に AWS アクセスキーを追加する

2. ナビゲーションメニューで [ユーザー] を選択します。
3. IAM ユーザー名 (チェックボックスではありません) を選択します。
4. [認証情報] タブを開き、次に [アクセスキーの作成] を選択します。
5. 新しいアクセスキーを表示するには、[表示] を選択します。認証情報は次のようになります。

• アクセスキー ID: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
• シークレットアクセスキー: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

6. キーペアをダウンロードするには、[Download .csv file.csv] (.csv ファイルのダウンロード) を選択しま
す。このキーは

安全な場所に保存してください。

Important

AWS アカウントを保護するためにキーは機密として扱い、メールでは決して送信しないでくださ
い。また、所属している組織外にこの情報を公開してはいけません。AWS または Amazon.com 
を名乗る人物から問い合わせがあった場合でも、この情報は開示しないでください。Amazon の
スタッフまたは関係者がこの情報を尋ねることは決してありません。

関連トピック
• IAM ユーザーガイドの IAM とは
• AWSAWS 全般のリファレンスのセキュリティ認証情報

Toolkit for Eclipse に AWS アクセスキーを追加する
Toolkit for Eclipse では、AWS アクセスキーの検出と使用に、AWS CLI および AWS Java SDK と同じシ
ステムが利用されます。Eclipse IDE で入力したアクセスキーは、ホームディレクトリの .aws サブディレ
クトリにある共有 AWS 認証情報ファイル (credentials) に保存されます。

Note

認証情報ファイルの場所を変更できます。このファイルの場所の設定については、AWS 認証情報
ファイルの場所の変更 (p. 6)を参照してください。

AWS CLI を使用して AWS 認証情報をすでに設定している場合、Toolkit for Eclipse ではそれらの認証情報
が自動的に検出されて使用されます。AWS CLI の使用の詳細については、AWS CLI コマンドリファレン
スを参照してください。

AWS Toolkit for Eclipse にアクセスキーを追加するには

1. Eclipse の [Preferences] (設定) ダイアログボックスを開き、サイドバーで [AWS Toolkit] をクリックし
ます。

2. [Access Key ID] (アクセスキー ID) ボックスに、AWS アクセスキー ID を入力するか貼り付けます。
3. [Secret Access Key] (シークレットアクセスキー) ボックスに、AWS シークレットアクセスキーを入

力するか貼り付けます。
4. [Apply] または [OK] をクリックして、アクセスキー情報を格納します。

設定されているデフォルト認証情報の例を以下に示します。
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Toolkit for Eclipse での複数の AWS アカウントの使用

Toolkit for Eclipse での複数の AWS アカウントの使用
[Preferences] (設定) ダイアログボックスで、複数の AWS アカウントの情報を追加できます。複数のアカ
ウントがあると便利なのは、たとえば、開発用とリリース/公開用にリソースを区別して開発者と管理者に
提供する場合です。

AWS 認証情報の各セットは、AWS Toolkit for Eclipse に AWS アクセスキーを追加する (p. 4)で説明
している共有 AWS 認証情報ファイルにプロファイルとして保存されます。設定したプロファイルはすべ
て、AWS Toolkit Preferences グローバル設定画面の上部にある Default Profile というラベルの付いたド
ロップダウンボックスに表示されます。

アクセスキーの新しいセットを追加するには

1. Eclipse の 「環境設定」ダイアログ・ボックスの「AWSToolkit 環境設定」画面で、「プロファイルを
追加」をクリックします。

2. [Profile Details] セクションに新しいアカウント情報を追加します。

[Profile Name] でわかりやすい名前を選択し、[Access Key ID] と [Secret Access Key] ボックスにアク
セスキー情報を入力します。

3. [Apply] または [OK] をクリックして、アクセスキー情報を格納します。

必要な AWS アカウント情報のセットの数だけ、この手順を繰り返すことができます。

AWS アカウント情報をすべて入力したら、[Default Profile] (デフォルトプロファイル) ドロップダウンでア
カウントのいずれかを選択することで、デフォルトのアカウントを選択します。AWSExplorer に、デフォ
ルトのアカウントに関連付けられているリソースが表示されます。Toolkit for Eclipse で新しいアプリケー
ションを作成すると、設定したデフォルトのアカウントの認証情報がそのアプリケーションに使用されま
す。
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AWS 認証情報ファイルの場所の変更

Note

AWS リソースを区別する別の方法については、命名により AWS リソースを区別す
る (p. 14)を参照してください。

AWS 認証情報ファイルの場所の変更
[Toolkit for Eclipse Preferences] (Toolkit for Eclipse の設定) 画面を使用して、Toolkit で認証情報の保存と
ロードに使用される場所を変更できます。

AWS 認証情報ファイルの場所を設定するには
• AWSToolkit Preferences ダイアログで、認証情報ファイルの場所セクションを見つけ、AWS認証情報を

保存するファイルのパス名を入力します。

Important

source-control-managed ネットワーク共有ディレクトリやプロジェクトにAWS認証情報を保存し
ないよう強くお勧めします。AWS アクセスキーは厳重に管理してください。

Amazon EC2 キーペアとプライベートキーの関連
付け

Toolkit for Eclipse は、Amazon EC2 のキーペアを AWS から取得することができます。ただし、それらの
キーペアを Toolkit for Eclipse で使用するには、プライベートキーを関連付ける必要があります。

AWS Toolkit for Eclipse で Amazon EC2 キーペアを表示し、キーペアにプライベートキーを関連付けるに
は

1. Eclipse の [Preferences] (設定) ダイアログ ボックスを開き、サイドバーで [AWS Toolkit] の横にある三
角形をクリックすると、Toolkit for Eclipse 設定の追加のカテゴリが表示されます。
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Amazon EC2 キーペアとプライベートキーの関連付け

2. [Key Pairs] を選択します。

Eclipse によってキーペアのスクロール可能なリストが表示されます。キーペアの横に赤い X がある場
合、そのキーペアを使用するには、キーペアにプライベートキーを関連付ける必要があります。

3. キーペアを右クリックし、コンテキストメニューの [Select Private Key File...] を選択します。

4. プライベートキーファイルに移動し、そのファイルを選択してキーペアに関連付けます。
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AWS Java アプリケーションの構築

Toolkit for Eclipse の基礎
このセクションでは、Toolkit for Eclipse で一般的な開発作業を行う方法について説明します。

トピック
• AWS Java アプリケーションの構築 (p. 8)
• サーバーレスプロジェクト (p. 10)
• 命名により AWS リソースを区別する (p. 14)

AWS Java アプリケーションの構築
このセクションでは、Toolkit for Eclipse を使用して、AWS リソースにアクセスするローカル Java アプリ
ケーションを構築して実行します。

Toolkit for Eclipse には、SDK for Java と多数の Java サンプルプログラムが付属していま
す。Toolkit for Eclipse により、これらのサンプルのいずれも簡単に構築して実行できます。Java 
での AWS アプリケーションの構築と実行に Toolkit for Eclipse がどのように役立つかを示すため
に、AmazonSimpleQueueService サンプルを使用します。Toolkit for Eclipse に付属している AWS 
Explorer は、実行中の Amazon SQS キューの表示に使用できます。

Note

SDK for Java のサンプルは、SDK ダウンロードの samples ディレクトリから入手できま
す。GitHub で確認することもできます。SDK for Java の詳細については、AWS SDK for Java デ
ベロッパーガイドを参照してください。

Amazon Simple Queue Service サンプルを構築して実
行する
Amazon Simple Queue Service サンプルをビルドして実行するには

1. click.AWSEclipse のツールバーで [] アイコンをクリックし、新規AWSJava Project。
2. 表示されるダイアログボックスの [Project name] ボックスで、プロジェクトの名前を入力し、[Amazon 

Simple Queue Service Sample] を選択します。
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3. [Finish] をクリックします。
4. サンプルアプリケーションが Project Explorer に表示されます。このプロジェクトのツリービューを展

開します。
5. [src] ノードの下で、 ソースファイルをダブルクリックして、 エディターペインで開きま

す。SimpleQueueService.java以下の行を見つけます。

System.out.println("Receiving messages from MyQueue.\n");

6. エディターペインの左余白で右クリックし、[Toggle Breakpoint (ブレークポイントを切り替え)] を選択
します。
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7. Project Explorer でプロジェクトノード (この例では、[myJavaSqsApp] という名前のノード) を右ク
リックし、[Debug As] (デバッグ方法) > [Java Application] (Java アプリケーション) をクリックしま
す。

8. [Select Java Application] ダイアログボックスで、SQS アプリケーションを選択し、[OK] をクリックし
ます。

9. アプリケーションがブレークポイントで停止したら、Eclipse によって [Debug] パースペクティブに切
り替えるかどうかを尋ねられます。[No] (いいえ) をクリックします ([Debug] (デバッグ) パースペクティ
ブに AWS Explorer は含まれません)。

10.AWS Explorer に移動し、[Amazon SQS] ノードを展開します。
11.[MyQueue] をダブルクリックすると、Java クライアントアプリケーションによって作成されたキュー

の内容が表示されます。

12.F8 キーを押します。Java クライアントアプリケーションは実行を継続し、正常に終了します。
13.AWS Explorer で表示を更新します。[MyQueue] キューがなくなっていることがわかります。アプリ

ケーションが終了前にキューを削除したためです。

Note

このサンプルアプリケーションを再び実行する場合は、次の実行までに 60 秒以上待つ必要があり
ます。Amazon SQS では、キューを削除してからその同じ名前のキューを作成するまでに 60 秒
以上かかるためです。

サーバーレスプロジェクト
Toolkit for Eclipse のプロジェクト作成ウィザードを使用すると、サーバーレスプロジェクトをすばやく設
定して作成できます。これらのプロジェクトを AWS CloudFormation にデプロイし、RESTful ウェブリク
エストに応じて Lambda 関数を実行できます。

サーバーレスプロジェクトを作成する
サーバーレスプロジェクトを作成するには

1. [] を選択します。AWSアイコンをクリックし、新規AWSサーバーレスプロジェクト...表示されるメ
ニューから [] をクリックします。

2. プロジェクト名を入力します。
3. プロジェクトのパッケージ名前空間を入力します。これは、プロジェクト用に作成したソース名前空

間のプレフィックスとして使用されます。
4. [Select a blueprint] または [Select a serverless template file] のいずれかを選択します。
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設計図を選択する

サーバーレスプロジェクトに使用する定義済みのプロジェクトの設計図 (p. 12)を選択します。
サーバーレステンプレートファイルを選択する

サーバーレスプロジェクトを完全にカスタマイズするには、ファイルシステム上の JSON 形式の 
Serverless Application Model (SAM) .template ファイルを選択します。

Note

.template ファイルの構造と内容については、GitHub で「現在のバージョンの仕様」を参
照してください。

5. [Finish] ボタンを押すと、新しいサーバーレスプロジェクトが作成されます。

The serverless project wizard
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サーバーレスプロジェクトの設計図
以下のサーバーレスプロジェクトの設計図を使用できます。

article

この設計図は、記事の内容を保存する S3 バケットと、記事のメタデータを保存する DynamoDB テー
ブルを作成します。このブループリントには、API Gateway イベントによってトリガーされる記事を
取得 (GetArticle) および保存 (PutArticle) する Lambda 関数が含まれます。

hello-world

1 つの文字列を受け取る Lambda 関数を作成するシンプルなブループリントです。その出力は
Hello, value  です (value は渡された文字列であるか、または文字列が関数に渡されない場合は
World です)。

サーバーレスプロジェクトの構造
サーバーレスプロジェクトウィザードは、以下の部分から成る新しい Eclipse プロジェクトを作成しま
す。

• src ディレクトリには、2 つのサブディレクトリがあり、各サブディレクトリの前には、パッケージ名
前空間が付けられます。
mynamespace.function

サーバーレステンプレートで定義された Lambda 関数のクラスファイルが含まれます。
mynamespace.model

Lambda 関数の入出力モデルを定義する汎用の ServerlessInput クラスと ServerlessOutput
クラスが含まれます。

Note

モデルクラスで使用される入出力形式の詳細については、API Gateway デベロッパーガイ
ドのプロキシリソースとのプロキシ統合を設定するを参照してください。

• serverless.template ファイルは、プロジェクトで使用する AWS リソースと Lambda 関数 
("AWS::Serverless:Function" タイプのリソース) を定義します。

サーバーレスプロジェクトをデプロイする
サーバーレスプロジェクトをデプロイするには

1. Eclipse の Project Explorer ウィンドウでプロジェクトを選択し、コンテキストメニューを開きます 
(右クリックまたは長押しします)。

2. コンテキストメニューで [Amazon Web Services ‣ Deploy Serverless Project...] を選択します。これに
より、サーバーレスデプロイAWSCloudFormationダイアログ。

3. 使用する AWS リージョンを選択します。これにより、デプロイする AWS CloudFormation スタック
の場所が決まります。

4. Lambda 関数コードの保存用に、既存の S3 バケットを選択するか、または [Create] (作成) ボタンを
選択して新しい S3 バケットを作成します。

5. AWS CloudFormation スタックの名前を選択します。
6. [Finish] (終了) ボタンを押すと、Lambda 関数が Amazon S3 にアップロードされ、プロジェクトテン

プレートが AWS CloudFormation にデプロイされます。
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以下の資料も参照してください。

The serverless project deployment dialog

プロジェクトがデプロイされると、AWS CloudFormation スタックの詳細ウィンドウが開いて、デプロイ
とその現在のステータスに関する情報が表示されます。最初、そのステータスは CREATE_IN_PROGRESS
と表示されます。ステータスが CREATE_COMPLETE になると、デプロイはアクティブです。

このウィンドウにはいつでも戻れます。そのためには、[AWS Explorer] を開き、[AWS CloudFormation]
ノードを選択してから、指定した AWS CloudFormation スタックの名前を選択します。

Note

デプロイ中にエラーが発生した場合は、スタックがロールバックされる可能性があります。
スタックのデプロイのエラーを診断する方法については、AWS CloudFormation ユーザーガイ
ドのトラブルシューティングを参照してください。

以下の資料も参照してください。
• AWS Serverless Application Model (GitHub)
• AWS CloudFormation Template Editor (p. 36)
• AWS Toolkit for Eclipse で Lambda を使用する (p. 19)
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命名により AWS リソースを区別する
新しい製品や機能の開発中は、開発用と本稼働用の AWS リソースを区別すると便利です。この区別のた
めの 1 つの方法は、AWS 認証情報の設定 (p. 3)で説明しているように、開発用のリソースと本稼働用の
リソースで異なるアカウントを使用することです。この方法は特に AWS Explorer の使用時に適していま
す。AWS Explorer はアカウントの認証情報に基づいてリソースを表示するためです。このセクションで
は、開発リソースと本稼働用リソースを区別するために命名規則が使用され、コード内で命名規則のサ
ポートが実装される代替アプローチについて説明します。

基本的な考え方は、指定した文字列値をリソース名に追加することにより、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットや Amazon SimpleDB ドメインなどの AWS リソースを区別するというも
のです。例えば、Amazon SimpleDB ドメインに「customers」という名前を付ける代わりに、開発用に
「customers-dev」、本稼働用に「customer-prod」という名前を付けます。ただし、開発コードを本稼働
環境に移行する必要がある場合は問題が発生します。移行時点で、これらのすべての文字列の変更が必要
になります。多くの場合、大量のグローバル検索と置換のオペレーションが必要になります。このような
オペレーションは面倒であり、エラーの原因になる可能性があります。より効率的な方法となるのは、命
名規則のサポートをコードに追加することです。
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StageUtils クラスは以下のメソッドを公開します。

public static String getResourceSuffixForCurrentStage()

getResourceSuffixForCurrentStage メソッドは、リソースが使用されているソフ
トウェアライフサイクルでの「段階」に相当する文字列 (「dev」、「beta」、「prod」な
ど) を返します。この文字列は、コードで使用されるリソース識別子に付加できます。リ
ソース名は、getResourceSuffixForCurrentStage を使用して作成できます。たと
えば、以下のメソッド getTopicName は Amazon SNS トピックの一意の名前を返しま
す。getResourceSuffixForCurrentStage からの戻り値をこの名前にどのように埋め込んでいるかに
注目してください。

private String getTopicName (Entry entry) { 
    return "entry" + StageUtils.getResourceSuffixForCurrentStage() + "-" + entry.getId();
}

getResourceSuffixForCurrentStage によって返される値は、Java システムプロパティ 
"application.stage" から取得されます。Elastic Beanstalk のコンテナ設定でシステムプロパティを設定する
ことで、この値を指定できます。

Note

Toolkit for Eclipse では、コンテナ設定にアクセスするために、Elastic Beanstalk アプリケーショ
ンが稼働している必要があります。設定を変更して保存すると、このアプリケーションは新しい
設定で自動的に再起動されます。

AWS Elastic Beanstalk アプリケーションの [Container/JVM Options] (コンテナ/JVM オプション) パネルに
アクセスするには

1. AWS Explorer で、[AWS Elastic Beanstalk] ノードとアプリケーションノードを展開します。
2. アプリケーションノードの下で、Elastic Beanstalk 環境をダブルクリックします。
3. [Overview] ペインの下部にある [Configuration] タブをクリックします。
4. [Container] 領域で、コンテナオプションを設定します。
5. [Additional Tomcat JVM command line options] ボックスで、-D コマンドラインオプションを追加する

ことで、application.stage システムプロパティの値を指定します。たとえば、以下の構文を使用して、
文字列値として「-beta」を指定できます。

-Dapplication.stage=beta

指定した文字列値には常に getResourceSuffixForCurrentStage によってハイフン文字が自動的
に付加されます。
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6. システムプロパティの値を追加した後、[File] メニューをクリックし、[Save] をクリックしま
す。Eclipse によって新しい設定が保存されます。アプリケーションが自動的に再起動されます。新し
い設定が環境に正常にデプロイされたことを示すイベントは、Eclipse エディタの下部にある [Events]
(イベント) タブで確認できます。

7. アプリケーションの再起動後、AWS Explorer で [Amazon SimpleDB] ノードを展開します。指定した文
字列値を使用する一連のドメインが表示されています。

Note

コンテナの設定については、AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイドの AWS Elastic 
Beanstalk での Java アプリケーションの作成とデプロイを参照してください。
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AWS サービスでの作業
AWS Explorer を使用すると、複数の Amazon Web Services を同時に表示および操作することが可能にな
ります。このセクションでは、Eclipse で [AWS Explorer] ビューにアクセスして使用する方法について説
明します。

ここでは、システムに Toolkit for Eclipse がインストール済み (p. 2)であることを前提としています。

トピック
• AWS Explorer にアクセスする方法 (p. 17)
• Toolkit for Eclipse で Lambda を使用する (p. 19)
• AWS CloudFormation テンプレートエディタ (p. 36)
• AWS Explorer での DynamoDB の使用 (p. 44)
• Amazon EC2 インスタンスの起動 (p. 48)
• AWS Explorer からのセキュリティグループの管理 (p. 52)
• Amazon SNS 通知を表示および追加する (p. 55)
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) への接続 (p. 57)
• Identity and Access Management (p. 59)
• AWS SAM Local を使用したサーバーレスアプリケーションのデバッグ (p. 74)

AWS Explorer にアクセスする方法
を表示するにはAWSエクスプローラーで、AWSツールバーの []ShowAWSエクスプローラビュー。
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AWS Icon Menu

Note

AWS アイコンがツールバーに表示されていない場合は、[Window] (ウィンドウ) メニューをク
リックし、[Open Perspective | Other] (パースペクティブを開く | その他) をクリックします。[] を
クリックします。AWS管理Eclipse のパースペクティブのリストで。

AWS Explorer で各ノードを展開すると、アカウントに関連付けられている AWS のリソースが表示されま
す。例えば、[Amazon EC2] ノードの左側にある白い三角形をクリックすると、AWS アカウントに関連付
けられている Amazon EC2 リソースが展開されて表示されます。Toolkit for Eclipse によって表示されるリ
ソースは、AWS 認証情報の設定 (p. 3)で設定した AWS アカウントによって決まります。
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Amazon EC2 のサブノードのいずれかを選択すると、Eclipse によってビューが開き、それらのリソース
の詳細情報が表示されます。例えば、[Instances] (インスタンス) をダブルクリックすると、ビューが開
き、各 Amazon EC2 インスタンスの情報 (パブリック DNS 名、アベイラビリティーゾーン、起動時間な
ど) が表示されます。

Toolkit for Eclipse で Lambda を使用する
Toolkit for Eclipse では、AWS Lambda のコードの作成がサポートされています。Lambda は、
カスタムコードによって生成されるイベント、またはさまざまな AWS のサービス (Amazon 
S3、DynamoDB、Kinesis、Amazon SNS、Amazon Cognito) から生成されるイベントに応答してコードを
実行する、完全マネージド型のコンピューティングサービスです。

このセクションでは、Toolkit for Eclipse の機能を使用して Lambda 関数を作成、デプロイ、実行する方法
を中心に説明しています。

トピック
• チュートリアル:AWS Lambda関数を作成、アップロード、呼び出す方法 (p. 20)
• AWS Lambda インターフェイスリファレンス (p. 29)
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チュートリアル:AWS Lambda関数を作成、アップ
ロード、呼び出す方法
このチュートリアルでは、AWS Lambda の一般的なワークフローのプロセスについて説明した後、Toolkit 
for Eclipse で Lambda を実際に使用する手順を示します。

Important

このチュートリアルでは、AWS アカウントがあり、AWS Toolkit for Eclipse をインストール済
み (p. 2)で、Lambda の基本的な概念と機能を理解していることを前提としています。Lambda に
ついての知識をお持ちでない場合は、Lambda のホームページと AWS Lambda デベロッパーガイ
ドで詳細を参照してください。

AWS Lambda プロジェクトの作成
Lambda プロジェクトを開始するには、まず、ハンドラークラスのメソッドとしてコードを実装しま
す。Toolkit for Eclipse には、新しいハンドラークラスの作成に役立つ New Project Wizard が用意され
ています。Lambda プロジェクトは、Maven プロジェクトで、パッケージの依存関係を管理するために 
POM.xml ファイルを使用します。Maven コマンドラインツールを使用して、アプリケーションの構築、
テスト、デプロイができます。Maven の詳細については、「Maven プロジェクトドキュメント」を参照し
てください。

AWS Lambda プロジェクトを作成するには

1. Eclipse ツールバーで、Amazon Web Services メニュー (AWSホームページアイコンが目印) を開
いて、[New Lambda Java project] (新しいAWS Lambda Java プロジェクト) を選択します。また
は、Eclipse メニューバーで、「ファイル」、「新規」、「AWSLambda Java プロジェクト」を選択
します。

2. 関連する入力ボックスに、プロジェクト名、グループ ID、アーティファクト ID、クラス名を追加しま
す。グループ ID と アーティファクト ID は、Maven ビルドアーティファクトを識別する ID です。こ
のチュートリアルでは、以下の値を例として使用します。

• プロジェクト名: HelloLambda
• [Group ID]: com.example.lambda
• [Artifact ID]: demo
• Class name: Hello

[Package Name (パッケージ名)] フィールドは、AWS Lambda ハンドラークラスのパッケージ名前空
間です。このフィールドのデフォルト値は、Maven プロジェクト規則に従って [Group ID] と [Artifact 
ID] を連結したものです。[Group ID] と [Artifact ID] フィールドが更新されると、このフィールドは自
動的に更新されます。

3. [Input Type] で、[Custom] を選択します。使用できる各入力タイプの詳細については、New AWS 
Lambda Java Project Dialog (p. 29) を参照してください。

4. 入力した内容が以下のスクリーンショットのようになっていることを確認し (なっていない場合は変
更してください)、[Finish] を選択します。
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入力中、[Source preview] 内のコードは、ダイアログで行った変更を反映するように変更されます。
5. [Finish] を選択すると、プロジェクトのディレクトリとソースファイルが Eclipse ワークスペースに生

成されます。新しいウェブブラウザウィンドウが開き、README.html (プロジェクトのルートディレ
クトリに作成されています) が表示されます。README.html は、新しい Lambda 関数の実装、テス
ト、アップロード、および呼び出しの手順を示します。このファイルに目を通すと、ここで取り上げ
るステップがある程度わかります。

次に、Eclipse で先ほど作成した HelloLambda Java プロジェクトで関数を実装します。
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ハンドラーメソッドを実装する
[Create New Project (新しいプロジェクトの作成)] ダイアログボックスを使用して、スケルトンプロジェク
トを作成します。Lambda 関数が呼び出されるときに実行されるコードを入力します。(この場合、メソッ
ドの入力パラメータの設定時に指定したとおり、関数に String を渡すカスタムイベントによって実行され
ます)。

Lambda ハンドラーメソッドを実装するには

1. Eclipse Hello.javaプロジェクトエクスプローラーで、HelloLambdaプロジェクトを開きます。コー
ドは以下のようになります。

package com.example.lambda.demo;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;

public class Hello implements RequestHandler<Object, String> { 

    @Override 
    public String handleRequest(Object input, Context context) { 
        context.getLogger().log("Input: " + input); 

        // TODO: implement your handler 
        return "Hello from Lambda"; 
    }

}

2. handleRequest 関数の内容を以下のコードに置き換えます。

@Override
public String handleRequest(String input, Context context) { 
  context.getLogger().log("Input: " + input); 
  String output = "Hello, " + input + "!"; 
  return output;
}

Lambda に IAM ロールの割り当てを許可する
Lambda から Lambda 関数にアクセスできるようにするには、AWS リソースへのアクセス権を付与する 
IAM ロールを作成する必要があります。ロールを作成するには 2 つの方法があります。AWS Management 
Console を使用するか、Toolkit for Eclipse を使用する方法です。このセクションでは、コンソールで IAM 
ロールを作成する方法について説明します。Toolkit for Eclipse を使用して作成する方法については、コー
ドをアップロードする (p. 23)を参照してください。

Lambda 用に IAM ロールを作成するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。
2. [Services] メニューから、IAM console を開きます。
3. ナビゲーションペインで [Roles] を選択し、次に [Create role] を選択します。
4. [信頼されたエンティティの種類を選択] で [AWSサービス] を選択し、このロールを使用するサービス

として [Lambda] を選択します。その後、[Next] (次へ) を選択します。
5. [権限ポリシーをアタッチする] で、を選択しますAWSLambdaBasicExecutionRole。これにより 

Lambda CloudWatch リソースに書き込むことができます。続いて、[Next: Review] をクリックしま
す。
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6. ロールの名前 (例: hello-lambda-role) を追加し、ロールの説明を入力します。その後、[Create 
role] (ロールを作成) を選択して IAM ロールの作成を完了します。

Lambda コード用に Amazon S3 バケットを作成する
AWS Lambda では、Java プロジェクトのアップロード時に、そのプロジェクトを保存するための 
Amazon S3 バケットが必要です。コードを実行する AWS リージョンの既存バケットを使用する
か、Lambda 専用の新しいバケットを作成できます (推奨)。

Amazon S3 バケットを作成するには 2 つの方法があります。AWS Management Console を使用する
か、Toolkit for Eclipse を使用する方法です。このセクションでは、コンソールで Amazon S3 バケットを
作成する方法について説明します。Toolkit for Eclipse を使用して作成する方法については、コードをアッ
プロードする (p. 23)を参照してください。

Lambda 用に Amazon S3 バケットを作成するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。
2. [Services] メニューから、S3 console を開きます。
3. [バケットを作成] を選択します。
4. バケット名を入力し、バケットのリージョンを選択します。このリージョンは、Lambda 関数を実行

するリージョンと一致している必要があります。Lambda がサポートするリージョンのリストについ
ては、の「リージョンとエンドポイント」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

5. [作成] を選択すると、バケットの作成が完了します。

コードをアップロードする
次は、コードを AWS Lambda にアップロードして、AWS Management Console から呼び出せるようにし
ます。

関数を Lambda にアップロードするには

1. Eclipse コードウィンドウを右クリックして「AWSLambda」を選択し、次に「関数をAWS Lambda 
にアップロード」を選択します。

2. [Select Target Lambda Function] (ターゲットの Lambda 関数を選択) ページで、使用する AWS リー
ジョンを選択します。これは、Amazon S3 バケット (p. 23)用に選択した同じリージョンにする必
要があります。
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3. [Create a new Lambda function] を選択して、関数の名前を入力します (例: HelloFunction)。
4. [Next] (次へ) を選択します。
5. [Function Configuration] (関数の設定) ページで、ターゲットの Lambda 関数の説明を入力し、関数が

使用する IAM ロールおよび Amazon S3 バケットを選択します。
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使用できるオプションの詳細については、Upload Function to AWS Lambda Dialog Box (p. 31) を
参照してください。

6. Lambda 関数の新しい IAM ロールを作成する場合は、[Function Configuration] (関数の設定) ページ
で、[Function Role] (関数ロール) の [Create] (作成) を選択します。[Create Role (ロールの作成)] ダイ
アログボックスにロール名を入力します。
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7. Lambda 関数の新しいバージョンを作成してアップロードするには、[Function Configuration] (関数の
設定) ページで、[Publish new version] (新しいバージョンを発行) を選択します。Lambda でのバー
ジョニングとエイリアスの詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドのAWS Lambda 関数
のバージョニングとエイリアスを参照してください。

8. 新しいバージョンを発行することを選択した場合は、[Provide an alias to this new version] オプション
が有効になります。エイリアスをこのバージョンの Lambda 関数と関連付けるには、このオプション
を選択します。

9. Lambda 関数の新しい Amazon S3 バケットを作成する場合は、[Function Configuration] (関数の設定) 
ページで、[S3 Bucket for Function Code] (関数コードの S3 バケット) セクションの [Create] (作成) を
選択します。[Create Bucket] ダイアログボックスに、バケット名を入力します。

10. また、[S3 Bucket for Function Code] セクションで、アップロードされたコードを暗号化することを選
択できます。この例では、[None (なし)] が選択されたままにします。Amazon S3 暗号化の詳細につい
ては、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのサーバー側の暗号化を使用したデータの保
護を参照してください。

11. [Advanced Settings] オプションはそのままにしておきます。Toolkit for Eclipse によりデフォルト値が
選択されます。[Finish] (終了) を選択し、Lambda 関数を AWS にアップロードします。
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アップロードが正常に終了すると、選択した Lambda 関数の名前が [Project Explorer] (プロジェクトエク
スプローラー) ビューで Java ハンドラークラスの横に表示されます。

表示されない場合は、Eclipse の [Error Log] (エラーログ) ビューを開きます。Lambda では、関数のアップ
ロードや実行の失敗に関する情報が、デバッグ用にこのエラーログに書き込まれます。

Lambda 関数を呼び出す
これで、作成した関数を AWS Lambda で呼び出せるようになりました。

Lambda 関数を呼び出すには

1. Eclipse コードウィンドウを右クリックして「AWSLambda」を選択し、次に「AWSLambda で関数を
実行」を選択します。

2. 呼び出すハンドラークラスを選択します。
3. 入力ボックスで、有効な JSON 文字列 (「AWS Lambda」など) を入力します。
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Note

プロジェクトに新しい JSON 入力ファイルを追加できます。それらのファイルは、ファ
イル名が .json で終わっている場合、このダイアログに表示されます。この機能を使用し
て、Lambda 関数に標準入力ファイルを渡すことができます。

4. [Show Live Log] ボックスはデフォルトで選択されています。ここに、Eclipse [Console] (コンソール) 
の Lambda 関数の出力からログが表示されます。

5. [Invoke] (呼び出し) を選択して、Lambda 関数に入力データを送信します。すべての設定が正しけれ
ば、Eclipse の [Console] ビューに関数の戻り値が表示されます (まだ表示されていない場合は自動的
に表示されます)。

これで、初めて作成した Lambda 関数が Eclipse IDE から直接実行されました。

次のステップ
関数がアップロードされ、デプロイされたので、コードを変更し、関数を再実行してみてくださ
い。Lambda によって関数が自動的に再アップロードされて呼び出され、出力が Eclipse [Console] (コン
ソール) に表示されます。
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詳細
このチュートリアルで取り上げた各ページと各オプションの詳細については、AWS Lambda インターフェ
イスリファレンス (p. 29)を参照してください。

Lambda に関する詳細と、Lambda 用の Java コードの記述の詳細については、AWS Lambda デベロッ
パーガイドの Java での Lambda 関数の作成を参照してください。

AWS Lambda インターフェイスリファレンス
このセクションでは、AWS Lambda の Toolkit for Eclipse によって Eclipse に追加される各ユーザーイン
ターフェイス要素について詳しく説明します。

トピック
• 新規AWS LambdaJava Project ダイアログ (p. 29)
• Upload FunAWS Lambda[] ダイアログボックス (p. 31)
• RunAWS Lambda関数ダイアログ (p. 35)

新規AWS LambdaJava Project ダイアログ
[New Lambda Java Project] (新しい Lambda Java プロジェクト) ダイアログを使用すると、Lambda 関数
を作成するための新しい Java プロジェクトを作成および設定できます。

ダイアログを起動する

[New Lambda Java Project] ダイアログは以下の方法で開くことができます。

• を開くことによってAWS[Eclipse] ツールバーのメニューを選択し、新規AWSLambda Java プロジェク
ト...。

• [] を選択してファイル ‣ 新規 ‣ その他...[Eclipse] メニューで、[AWS‣AWSLambda Java Project表示され
るダイアログに表示されます。
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[Create Project] ダイアログユーザーインターフェイス

Project name

必須。プロジェクトの名前を指定する必要があります。
パッケージ名

Java パッケージの名前 (オプション)。有効な Java パッケージ名 ("com.mycompany.myproject" な
ど) を指定する必要があります。テキスト入力フィールドにパッケージ名を入力すると、その名前は 
[Source Preview] ウィンドウの内容に追加されます。

デフォルト値: なし。このパラメータはオプションです。
Class name

必須。Lambda コードを含む Java クラスを識別する名前。有効な Java クラス名であることが必要で
す。デフォルト値はジェネリックです。ここに独自の名前を指定するか、[Package name] を変更し
て、同じ名前のクラスとの競合を避けることができます。

デフォルト値: LambdaFunctionHandler
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Input type

必須。Lambda 関数を呼び出すために使用される入力のタイプ。ドロップダウンリストからカテゴリ
を選択できます。
• S3 Event – Amazon S3 のイベントを受け取ります。
• SNS Event – Amazon SNS のイベントを受け取ります。
• Kinesis Event – Amazon Kinesis ストリームのイベントを受け取ります。
• Cognito Event – Amazon Cognito のイベントを受け取ります。
• Custom (カスタム) – カスタムコードのイベントを受け取ります。入力型を [Custom] に設定した場

合、型の選択の横にあるボックスでカスタム入力型の名前を設定することもできます。デフォルト
では、ジェネリックな Object 型が使用されます。

Important

カスタム入力型は、有効な Java クラス名であることが必要です。int、float などのプ
リミティブ型に設定することはできません。このような場合は Java の標準的な boxed 型 
(Integer、Float など) を使用できます。

Custom 入力型は以下のようなイベントソースの設定に使用します。
• ユーザーアプリケーション
• モバイルアプリケーション
• AWS マネジメントコンソール
• AWS CLI 呼び出しコマンド

デフォルト値: S3 Event
Output type

出力型。有効な Java オブジェクトであることが必要です。

デフォルト値: オブジェクト

Upload FunAWS Lambda[] ダイアログボックス
使用するUpload FunAWSLambdaダイアログボックスを使用して Lambda 関数を作成し、Lambda 関数が
呼び出された場合に実行するコードをアップロードします。

ダイアログボックスを起動する

起動できますUpload FunAWSLambdaダイアログボックスには、次の 2 つの方法があります。

• のコンテキストメニューを開きます。AWSEclipseでのLambda Java プロジェクトProject Explorer]表示
し、アマゾンウェブサービス,アップロード機能AWSLambda。

• Java クラスのコードウィンドウでコンテキストメニューを開き、AWSLambda,アップロード機能
AWSLambda。

-Upload FunAWSLambdaダイアログボックスには 2 つのページがあります。

• Select Target Lambda Function (p. 32)
• 関数の設定 (p. 33)
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[Select Target Lambda Function] オプション

ハンドラーを選択する

(必須) アップロードする Lambda 関数のコードが含まれているハンドラークラス。

(デフォルト) 最も最近アップロードされたハンドラー、または、以前にアップロードされたものがな
い場合は最初に見つけたハンドラー。

AWS リージョンを選択します。

(必須) Lambda 関数を作成するリージョン。

(デフォルト) AWS アカウントのデフォルト AWS Management Console リージョン。
Lambda 関数の選択または作成

(必須) ドロップダウンリストから既存の Lambda 関数を使用するか、新しい関数をその名前の入力に
より作成するかを選択する必要があります。

(デフォルト) [Create a new Lambda function]

[Next] を選択すると、[Function Configuration] ページが開きます。
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関数の設定オプション

このページは 5 つのセクションに分かれており、それぞれに独自の設定があります。

Basic Settings

このセクションでは、関数名が表示され、テキストの説明を追加できます。

[Name] (名前)

(変更不可) [Select Target Lambda Function] ページで選択した名前になります。ここで変更すること
はできませんが、[Back] を選択することで、前のページで再入力できます。
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説明

(オプション) 関数の説明テキスト。

(デフォルト) 説明は空になっています。

関数のロール

このセクションでは、関数に適用する IAM ロールを選択できます。[Create] (作成) ボタンで新しい 
IAM ロールを作成することもできます。Toolkit for Eclipse で作成した IAM ロールは、Amazon S3 へ
のアクセスを提供する基本的なロールです。AWS リソースへのアクセスがさらに必要な場合は、AWS 
Management Console で使用されている各サービスへのアクセスを提供する必要があります。

IAM ロール

(必須) Lambda によって関数の実行中に AWS リソースへのアクセスに使用されるロール。

(デフォルト) AWS アカウントからの最初の IAM ロール。

関数のバージョニングとエイリアス

このセクションでは、Lambda 関数の新しいバージョンを発行し、そのバージョンのエイリアスを指定で
きます。Lambda でのバージョニングとエイリアスの詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイ
ドのAWS Lambda 関数のバージョニングとエイリアスを参照してください。

新しいバージョンを発行

(デフォルト) 選択されていません。このオプションを選択した場合、アップロードにより Lambda 関
数は置換されずに新しいバージョンが作成されます。

この新しいバージョンへのエイリアスを提供する

(デフォルト) 選択されていません。このオプションを選択した場合は、新しいエイリアスを入力す
る、または、既存のものを使用することができます。

S3 Bucket for Function Code

このセクションでは、Lambda 関数で使用するための Amazon S3 バケットを設定できます。新しいバ
ケットを作成することもできます。[Create] (作成) ボタンで Lambda 関数が Amazon S3 へアップロード
するときに暗号化する設定を選択します。

S3 バケット

(必須) 関数のコードで使用できる Amazon S3 バケット。関数を実行するのと同じリージョンにある
バケットのみがここに表示されます。

(デフォルト) リストの最初のバケット、または Lambda 関数をアップロードした最後のバケット。
暗号化設定

(デフォルト) 何も選択されていません。Amazon S3 暗号化の詳細については、Amazon Simple 
Storage Service ユーザーガイドのサーバー側の暗号化を使用したデータの保護を参照してください。

詳細設定

このセクションには、あまり使用することのない設定が含まれています。[Function Execution] セクション
の設定よりも、関数の実行環境をより詳細に制御できます。
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メモリ (MB)

(必須) Lambda 関数に使用できるメモリ (MB)。

(デフォルト) 512 MB。
Timeout (s)

(必須) 関数が実行を終了した場合に失敗したとみなされるまでのタイムアウト (秒)。

(デフォルト) 15 秒。

RunAWS Lambda関数ダイアログ
[Run Lambda Function] (Lambda 関数の実行) ダイアログを使用すると、Eclipse ユーザーインターフェイ
スから直接 Lambda 関数を呼び出すことができます。

ダイアログを起動する
[Run Lambda Function] ダイアログは以下の方法で開くことができます。

• のコンテキストメニューを開きます。AWSEclipse でLambda Java プロジェクトProject Explorer]表示、
および選択アマゾンウェブサービス >関数を実行AWSLambda...。

• Java クラスのコードウィンドウでコンテキストメニューを開き、AWSLambda >関数を実行
AWSLambda...。

[Invoke Function] ダイアログは以下のように表示されます。

オプション
関数にデータを渡すには、2 つの方法があります。いずれかの方法が必要です。
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• [Select one of the JSON files as input] (JSON ファイルの 1 つを入力として選択) – プロジェクトにア
タッチされている .json ファイルがある場合は、表示されるリストからいずれかのファイルを選択でき
ます。それ以外の場合、このオプションは灰色で表示されます。

• [Or enter the JSON input for your function] (または関数に JSON 入力を入力) – ここに直接、関数の有効
な JSON 入力を入力できます。入力するデータの型は、ハンドラークラスの Java メソッドの入力パラ
メータの型と一致する必要があります。

選択を行って入力データを指定したら、[Finish] (終了) をクリックして Lambda 関数を呼び出す
か、[Cancel] (キャンセル) をクリックして何も実行せずにダイアログを閉じます。

AWS CloudFormation テンプレートエディタ
Toolkit for Eclipse には AWS CloudFormation テンプレートエディタが組み込まれています。以下の機能が
サポートされています。

• Eclipse IDE から直接、現在編集中のテンプレートに基づいてスタックを作成および更新する機能
• テンプレートが JSON の形式とコンテンツルールに準拠していることを検証する機能

トピック
• 追加とアクセスAWS CloudFormationEclipse の (p. 36)
• のデプロイAWS CloudFormationEclipse の (p. 38)
• を更新していますAWS CloudFormationEclipse (p. 41)
• a を検証するAWS CloudFormationEclipse. (p. 43)

追加とアクセスAWS CloudFormationEclipse の
Eclipse プロジェクトで CloudFormation テンプレートを追加するには

1. システムのファイルマネージャーでプロジェクトに追加するテンプレートを見つけ、プロジェクトの 
[Package Explorer] ウィンドウにドラッグします。
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2. プロジェクトにファイルを追加する方法を選択し、[OK] をクリックします。

Eclipse プロジェクトで CloudFormation テンプレートにアクセスするには

37



AWS Toolkit for Eclipse ユーザーガイド
のデプロイAWS CloudFormationEclipse の

• Package Explorer でテンプレート名をダブルクリックすると、ファイルの編集が始まります。

Note

拡張子が .template または .json のファイルには AWS CloudFormation Template Editor が自
動的に使用されます。使用するファイルが AWS CloudFormation テンプレートとして自動的に
認識されない場合は、エディタを選択できます。そのためには、[Package Explorer] でそのファ
イル名をダブルクリックするか、ファイルが読み込まれたエディタウィンドウで右クリックして 
[Open With (開く)]、[CloudFormation Template Editor] の順に選択します。

のデプロイAWS CloudFormationEclipse の
Note

.template で終わるファイルのみが Eclipse IDE から起動できます。ファイルに .json のよう
な別の拡張子が付いている場合、この機能を使用するには、まず拡張子を .template に変更す
る必要があります。

Eclipse から CloudFormation テンプレートをデプロイするには

1. あなたと一緒にAWS CloudFormation.template次のファイルで開かれているAWS 
CloudFormationTemplate Editor (追加とアクセスAWSEclipse の CloudFormation (p. 36)詳細につい
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ては）、開いているテンプレートを右クリックし、を実行AWSとなる。スタックの作成コンテキストメ
ニューに表示されます。

2. [Create New CloudFormation Stack] ダイアログボックスで、[Stack Name] フィールドにスタック名を
入力します。テンプレートファイルは [Template File] フィールドで自動的に選択されています。

3. 以下のオプションのいずれかを選択します (いずれも選択しない場合もあります)。

SNS Topic (SNS トピック)– スタックの進行状況についての通知を受信するには、リストから既存の 
SNS トピックを選択するか、ボックスに E メールアドレスを入力して [Create New Topic] (新しいト
ピックを作成) をクリックすることで新しいトピックを作成します。

Creation Timeout - AWS CloudFormation でスタックが作成されてから失敗と宣言されるまでに
（[Rollback on failure] チェックボックスをオンにしている場合は、ロールバックされるまでに）許可す
る時間を選択します。

Rollback on failure (失敗時にロールバックする) – スタックが失敗時にロールバック (自動的に削除) さ
れるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。デバッグの目的で、スタックが起動に
失敗したとしてもアクティブのままになるようにする場合は、このチェックボックスをオフのままにし
ます。

4. [Next] をクリックして、パラメーター値の入力を続行します。
5. スタックにパラメーターがある場合は、次にそれらの値を入力します。定義済みの値のリストが表示さ

れるパラメーターの場合は、そのリストから値を選択できます。
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6. [Finish] をクリックすると、スタックの起動が始まります。

スタックの起動中は、[AWS Explorer] ビューの [CloudFormation] ノードの下にあるスタック名をダブルク
リックするか、スタック名を右クリックしてコンテキストメニューから [Open in Stack Editor] (スタックエ
ディタで開く) を選択することで、スタックの状態を確認することができます。

Note

で起動したスタックが表示されない場合AWSエクスプローラをクリックすることで、手動で
ビューを手動で更新するには更新AWSエクスプローラアイコンの上部にあるアイコンAWSエクス
プローラビュー。
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を更新していますAWS CloudFormationEclipse

を更新していますAWS CloudFormationEclipse
Eclipse から CloudFormation テンプレートを更新するには

1. とAWS CloudFormation.templateファイルがAWS CloudFormationテンプレートエディタ (を参照)追
加とアクセスAWSEclipse CloudFormation (p. 36)詳細については）、開いているテンプレートを右
クリックし、で実行するAWSとなる。その後スタックの更新コンテキストメニューに表示されます。

2. [Update CloudFormation Stack] ダイアログボックスで、[Stack Name] にスタック名が自動的に選択さ
れています (選択されていない場合は、スタック名を選択します)。また、[Template File] フィールドに
テンプレートファイルも自動的に選択されています。

3. 以下のオプションのいずれかを選択します (いずれも選択しない場合もあります)。
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SNS Topic (SNS トピック)– スタックの進行状況についての通知を受信するには、リストから既存の 
SNS トピックを選択するか、ボックスに E メールアドレスを入力して [Create New Topic] (新しいト
ピックを作成) をクリックすることで新しいトピックを作成します。

Creation Timeout - AWS CloudFormation でスタックが作成されてから失敗と宣言されるまでに
（[Rollback on failure] チェックボックスをオンにしている場合は、ロールバックされるまでに）許可す
る時間を選択します。

Rollback on failure (失敗時にロールバックする) – スタックが失敗時にロールバック (自動的に削除) さ
れるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。デバッグの目的で、スタックが起動に
失敗したとしてもアクティブのままになるようにする場合は、このチェックボックスをオフのままにし
ます。

4. [Next] をクリックして、パラメーター値の入力を続行します。
5. スタックにパラメーターがある場合は、次にそれらの値を入力します。定義済みの値のリストが表示さ

れるパラメーターの場合は、そのリストから値を選択できます。

6. [Finish] をクリックすると、スタックの更新が始まります。

スタックの更新中は、[AWS Explorer] ビューの [CloudFormation] ノードの下にあるスタック名をダブルク
リックするか、スタック名を右クリックしてコンテキスト メニューから [Open in Stack Editor] (スタック
エディタで開く) を選択することで、スタックの状態を確認することができます。
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a を検証するAWS CloudFormationEclipse.

a を検証するAWS CloudFormationEclipse.
Eclipse で CloudFormation テンプレートを検証するには

• 以下のいずれかのアクションを実行します。
• [Package Explorer] ビューでテンプレート名を右クリックし、コンテキストメニューの [Validate] をク

リックします。

• エディターペインで編集中のテンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの [Validate] をク
リックします。
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Important

テンプレートは JSON の正確性についてのみ検証されます。CloudFormation の正確性については
検証されません。そのため、検証されたスタックテンプレートでも起動や更新に失敗することが
あります。

AWS Explorer での DynamoDB の使用
Amazon DynamoDB は、拡張性と可用性に優れた、費用効果の高い、高速な非リレーショナルデータ
ベースサービスです。DynamoDB により、データストレージに対して低いレイテンシーと予測可能なパ
フォーマンスを維持しながら、従来の拡張性の限界を排除できます。Toolkit for Eclipse には、開発の場面
で DynamoDB の操作を行う機能が用意されています。

Toolkit for Eclipse の AWS Explorer では、アクティブな AWS アカウントに関連付けられているすべての 
DynamoDB テーブルが表示されます。

Display Amazon DynamoDB tables in AWS Explorer.

DynamoDB テーブルの作成
Toolkit for Eclipse を使って、新しい DynamoDB テーブルを作成することができます。

AWS Explorer で新しいテーブルを作成するには

1. AWS Explorer で、[Amazon DynamoDB] を右クリックし、[Create Table] (テーブルの作成) をクリック
します。[Create New DynamoDB Table] ウィザードが表示されます。

2. [Table name] ボックスにテーブル名を入力します。
3. [Hash key attribute] (ハッシュキー属性) ボックスにプライマリハッシュキー属性を入力し、[Hash key 

type] (ハッシュキータイプ) ドロップダウンリストでハッシュキータイプを選択します。DynamoDB に
よって、プライマリキー属性を使用するハッシュインデックス (ソートなし) が生成され、必要に応じ
て、レンジプライマリキー属性を使用するレンジインデックス (ソートあり) が生成されます。プライマ
リハッシュキー属性の詳細については、Amazon DynamoDB デベロッパーガイドのパーティションと
データ分散を参照してください。

4. 必要に応じて、[Use a range key] を選択することで、レンジプライマリキーを指定します。[Range key 
attribute] ボックスにレンジキー属性を入力し、[Range key type] ドロップダウンリストでレンジキータ
イプを選択します。
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DynamoDB テーブルをグリッドとして表示

5. [Read capacity units] ボックスに読み込みキャパシティーユニット数を指定し、[Write capacity units] 
ボックスに書き込みキャパシティーユニット数を指定します。読み込みキャパシティーユニット数とし
て 3 以上、書き込みキャパシティーユニット数として 5 以上の値を指定する必要があります。読み込み
および書き込みキャパシティーユニットに関する詳細情報は、Amazon DynamoDB デベロッパーガイ
ドのプロビジョニングされたスループットを参照してください。

6. [Finish] をクリックすると、テーブルが作成されます。AWS Explorer の更新ボタンをクリックすると、
テーブルリストに新しいテーブルが表示されます。

Creating a table

DynamoDB テーブルをグリッドとして表示
いずれかの DynamoDB テーブルのグリッドビューを開くには、AWS Explorer でテーブルに対応するサブ
ノードをダブルクリックします。グリッドビューで、テーブルに格納されている項目、属性、値を表示で
きます。各行は、テーブル内の項目に対応しています。各列は、テーブル内の属性に対応しています。グ
リッドビューの各セルには、その項目のその属性に関連付けられている値が表示されます。

属性の値は、文字列または数字です。文字列または数字のセットになる場合もあります。セット値は、角
かっこで囲まれたカンマ区切りのリストとして表示されます。
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Amazon DynamoDB Grid View

属性と値を編集する
テーブルのグリッドビューは編集可能です。セルをダブルクリックすることで、項目の対応する属性の値
を編集できます。セット値の属性の場合は、セットの個々の値を追加したり削除したりできます。

Cell editing in Amazon DynamoDB Grid View

編集 UI を使用すると、属性の値を変更するだけでなく、一部制限はありますが、属性の値の形式も変更で
きます。たとえば、任意の数値を文字列値に変換できます。文字列値があり、その内容が「125」などの
数字である場合は、編集 UI により値の形式を文字列から数字に変換できます。また、編集 UI により 1 つ
の値をセット値に変換することもできます。ただし一般的に、セット値から 1 つの値に変換することはで
きません。その例外として、セット値の値が実際は 1 つしかない場合は 1 つの値に変換できます。
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Editing set values in Amazon DynamoDB Grid View

セット値の編集時、[Edit Values] ダイアログボックスが開きます。属性値の編集後、変更を確定するに
は、[Save set] をクリックします。変更を破棄する場合は、[Cancel] をクリックします。

変更の確定後、属性値は赤で表示されます。これは、属性は更新されたが新しい値が Amazon DynamoDB 
データベースにまだ書き戻されていないことを示します。DynamoDB に変更を書き戻すには、[File] (ファ
イル) をクリックして [Save] (保存) をクリックするか、キーボードで押します。変更を破棄するには、
[Scan Table] をクリックし、スキャン前に変更を確定するかどうか Toolkit によって尋ねられたら、[No] を
クリックします。

DynamoDB テーブルのスキャン

Scan button

Toolkit から、DynamoDB テーブルのスキャンを実行できます。スキャンでは、定義した一連の条件に一
致したテーブルの項目がすべて返されます。スキャンはワークロードの高いオペレーションであるため、
テーブルに対する優先度の高い本稼働トラフィックが中断されないように、注意して使用する必要があり
ます。スキャンオペレーションを安全に使用するための推奨事項については、『Amazon DynamoDB 開発
者ガイド』を参照してください。

AWS Explorer から Amazon DynamoDB テーブルのスキャンを実行するには

1. グリッドビューで、[Add scan condition] をクリックします。新しいスキャン句の編集 UI が表示されま
す。

2. スキャン句の編集 UI で、一致元になる属性、一致の方法 ([Begins With]、[Contains] など) 、一致先に
なるリテラル、値の形式 (文字列または数字) を指定します。

3. 検索での必要に応じてスキャン句を追加します。スキャンによってすべてのスキャン句の条件に一致す
る項目のみが返されます。スキャンでは、文字列値に対する一致を調べるときに大文字と小文字が区別
されます。

4. グリッドビューの上部にあるボタンバーで、緑の再生ボタンをクリックして、スキャンを実行します。

スキャン句を削除するには、各句の左側にある赤い X をクリックします。
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Scan button

すべての項目を含むテーブルの表示に戻るには、AWS Explorer で Amazon DynamoDB をダブルクリック
します。

スキャン結果をページ分割する

ビューの上部には 3 つのボタンがあります。

Paginate and export buttons

2 番目のボタンをクリックすると、スキャン結果がページ分割されます。1 番右のボタンをクリックする
と、現在のスキャンの結果が CSV ファイルにエクスポートされます。

Amazon EC2 インスタンスの起動
EC2 インスタンスの起動前に、セキュリティグループを作成し、そのインスタンスに接続するアプリケー
ションに適したネットワークトラフィックをそのグループに許可する必要があります。最低でも、セキュ
リティグループにはポート 22 上のアクセスを有効にして、EC2 インスタンスへの SSH 接続を許可する
必要があります。キーペアの作成が必要になることもありますが、キーペアは起動ウィザードでも作成
できます。さらに、いずれのタイプのインスタンスがアプリケーションに適しているかを検討する必要
があります。EC2 インスタンスは通常、高機能なタイプになるほど料金が高くなります。詳細について
は、http://aws.amazon.com/ec2/pricing/ を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスを起動するには

1. AWS Explorer で、[Amazon EC2] ノードを展開します。[Amazon Machine Images (AMIs)] サブノード
を右クリックし、[Open EC2 AMIs View] を選択します。
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AMI configuration dialog box
2. この例で使用する AMI が表示されるように AMI ビューを設定します。フィルタボックスに start 

ebs と入力します。これにより、AMI のリストがフィルタリングされて、名前に「start」と「ebs」
の両方を含む AMI のみが表示されます。

[amazon/getting-started-with-ebs] AMI を右クリックし、コンテキストメニューの [Launch] を選択しま
す。

Select the Getting Started with EBS AMI
3. [Launch EC2 Instance] ダイアログボックスで、アプリケーション用に AMI を設定します。

Number of Hosts

起動する EC2 インスタンスの数にこの値を設定します。
インスタンスタイプ

起動する EC2 インスタンスのタイプを選択します。
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アベイラビリティーゾーン

インスタンスを起動するアベイラビリティーゾーン (AZ) を選択します。リージョンによっては
使用できない AZ があります。選択した AZ が使用できない場合は、Toolkit によって別の AZ を
選択するように求めるメッセージが表示されます。AZ の詳細については、Linux インスタンス用 
Amazon EC2 ユーザーガイドのリージョンとアベイラビリティーゾーンに関するよくある質問を
参照してください。

キーペア

キーペアは、パブリックとプライベートの暗号化キーのセットであり、EC2 インスタンスに SSH 
で接続するときにユーザーの認証に使用されます。プライベートキーに対するアクセス許可のあ
るキーペアを選択します。

セキュリティグループ

セキュリティグループを使用して、EC2 インスタンスに許可するネットワークトラフィック
のタイプを制御します。セキュリティグループにはポート 22 上の受信トラフィックを有効に
して、EC2 インスタンスへの SSH 接続を許可する必要があります。Toolkit を使用してセキュ
リティグループを作成する方法については、AWS Explorer からのセキュリティグループの管
理 (p. 52)を参照してください。

インスタンスプロファイル

インスタンスプロファイルは IAM ロールの論理コンテナです。インスタンスプロファイルを選択
するとき、対応する IAM ロールを EC2 インスタンスに関連付けます。IAM ロールには、特定の 
AWS のサービスとアカウントリソースへのアクセスを指定するポリシーを設定します。EC2 イ
ンスタンスを IAM ロールに関連付けると、インスタンスで実行されるアプリケーションソフト
ウェアには、IAM ロールに指定したアクセス許可が付与されます。これにより、アプリケーショ
ンソフトウェアはそれ自体の AWS 認証情報を指定しなくても実行可能になり、より安全になり
ます。IAM ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドのロールの使用を参照してください。

[User Data]

ユーザーデータは、EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションソフトウェアに渡すデータ
です。アプリケーションソフトウェアは Instance Meta Data Service (IMDS) 経由でこのデータに
アクセスできます。

50

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-metadata.html


AWS Toolkit for Eclipse ユーザーガイド
Amazon EC2 インスタンスの起動

Launching an AMI from AWS Explorer
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4. [Finish] をクリックします。
5. AWS Explorer の [Amazon EC2] ノードで、[Instances] (インスタンス) サブノードを右クリック

し、[Open EC2 Instances View] (EC2 インスタンスビューを開く) を選択します。

EC2 インスタンスが [EC2 Instances] ビューに表示されます。インスタンスが [running] ステータスに
なるまでに数分かかることがあります。インスタンスが実行中になったら、インスタンスを右クリッ
クすると、インスタンスに対して実行できるオペレーションのコンテキストメニューが表示されま
す。たとえば、このメニューからインスタンスを終了できます。インスタンスのパブリック DNS ア
ドレスをコピーすることもできます。このアドレスを使用してインスタンスに SSH で接続します。

List of Amazon EC2 instances

AWS Explorer からのセキュリティグループの管理
Toolkit for Eclipse を使用すると、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで使用す
るセキュリティグループを作成および設定できます。Amazon EC2 インスタンスの起動時、関連付けるセ
キュリティグループを指定する必要があります。

セキュリティグループは受信ネットワークトラフィックに対するファイアウォールのような役割を果たし
ます。セキュリティグループでは、Amazon EC2 インスタンスに許可する受信ネットワークトラフィック
のタイプを指定します。また、特定の IP アドレスまたは他の指定したセキュリティグループからのみの受
信トラフィックを許可するように指定することもできます。

新しいセキュリティグループを作成する
このセクションでは、新しいセキュリティグループを作成します。作成後の初期状態では、セキュリティ
グループでいずれのアクセス許可も設定されていません。アクセス許可の設定はこの後のオペレーション
で扱います。

新しいセキュリティグループを作成するには

1. AWS Explorer で、[Amazon EC2] ノードの下にある [Security Groups] (セキュリティグループ) を右ク
リックし、[Open EC2 Security Groups View] (EC2 セキュリティグループビューを開く) をクリックし
ます。

2. [EC2 Security Groups] タブの左側のペインで右クリックし、[New Group] をクリックします。
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3. ダイアログボックスで、新しいセキュリティグループの名前と説明を入力します。[OK] をクリックし
ます。

セキュリティグループにアクセス許可を追加する
このセクションでは、新しいセキュリティグループにアクセス許可を追加することで、Secure Shell 
(SSH) プロトコルを使用して Amazon EC2 インスタンスに接続することを他のコンピュータに許可しま
す。

セキュリティグループにアクセス許可を追加するには

1. [EC2 Security Groups] タブの右側のペインで右クリックし、[Add Permissions] をクリックします。
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Invoke Add Permissions UI
2. ダイアログボックスで、[Protocol, port and network] を選択します。[Protocol] (プロトコル) ドロップ

ダウン メニューから [TCP] をクリックします。[22Port or Port Range] に「」と入力します。ポート 
22 は SSH の標準ポートです。[Network Mask] ボックスに、許可する送信元 IP アドレスを CIDR 形
式で指定します。デフォルトでは 0.0.0.0/0 に指定されており、セキュリティグループはいずれの外部 
IP アドレスからのポート 22 (SSH) への TCP 接続も許可します。

さらに、たとえばローカルコンピューターのサブネット内のコンピューターからのみの接続を許可
するように指定することもできます。この場合、「/10」の前にローカルコンピューターの IP アドレ
スを指定します。たとえば、「xxx.xxx.xxx.xxx/10」と指定します。ここで、「xxx」はローカルコン
ピューターの IP アドレスを構成する個別のオクテット値に対応しています。

[OK] をクリックします。

また、ユーザー ID とセキュリティグループ名を指定することで、セキュリティグループにアクセス許可
を設定することもできます。この場合、このセキュリティグループの Amazon EC2 インスタンスは、指定
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したセキュリティグループの Amazon EC2 インスタンスからのすべての受信ネットワークトラフィックを
許可します。また、セキュリティグループ名を特定するためにユーザー ID も指定する必要があります。セ
キュリティグループ名はすべての AWS 間で一意であるとは限らないためです。セキュリティグループの
詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2 におけるセキュリ
ティを参照してください。

Amazon SNS 通知を表示および追加する
Toolkit for Eclipse を使用して、アプリケーションに関連付けられている Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピックを表示できます。Amazon SNS は、指定したイベントの発生時にアプリ
ケーションから E メールなどのプロトコルを使用して通知を送信できるサービスです。Amazon SNS の詳
細については、Amazon SNS デベロッパーガイドを参照してください。

Amazon SNS 通知を見る
以下のプロセスでは、Amazon SNS 通知を表示する方法を示します。

通知を表示するには

1. AWS Explorer で、[Amazon SNS] ノードの左側にある三角形をクリックし、そのノードを展開し
て、Amazon SNS トピックを表示します。

2. この SNS トピックをダブルクリックすると、Eclipse エディターペインで詳細ビューが開きます。この
例では、[Subscription ARN] (サブスクリプション ARN) 列に、トピックが確認待ちであることが表示さ
れています。Amazon SNSは、E メールアドレスで指定されたユーザーに E メール通知を行う前に、そ
のユーザーからの確認を必要とします。
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Amazon SNS 通知を追加する
AWS Explorer により新しい Amazon SNS 通知を追加できます。

新しい通知を追加するには

1. AWS Explorer で、[Amazon SNS] を右クリックし、[Create New Topic] (新しいトピックの作成) をク
リックします。新しいトピックの名前を入力し、[OK] をクリックします。

2. 新しいトピックをダブルクリックすると、トピックの詳細ビューが表示されます。[Subscriptions] 領域
で右クリックし、[Create Subscription] をクリックします。[Subscription Protocol] ボックスは [Email 
(plain text)] のままにし、エンドポイントの E メールアドレスを入力します。[OK] をクリックします。
これで、通知の詳細ビューにこのサブスクリプションが追加されます。
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Select the notification protocol and endpoint.
3. サブスクリプションを削除するには、サブスクリプションの [Protocol] 列のエントリを右クリックし、

[Delete Subscription] をクリックします。

Note

サブスクリプションが作成されると、サブスクリプションの「エンドポイント」に指定した E 
メールアドレスのユーザーに確認メールが送信されます。この E メールアドレスは AWS によっ
て通知の送信にのみ使用されます。AWS または Amazon.com によってその他の目的に使用され
ることはありません。

Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) への接続

このセクションでは、Toolkit for Eclipse を使用して Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 
のデータベースインスタンスに接続します。以下に説明している手順を実行する前に、RDS データベース
インスタンスが AWS アカウントに関連付けられている必要があります。RDS のデータベースインスタン
スは、AWS Management Console を使用して作成できます。データベースインスタンスの作成時、現在の
場所から目的の値にアクセスするためにデータベースに接続が許可される TCP ポートを設定します。たと
えば、ファイアウォールの内側にいる場合は、ファイアウォールによって接続が許可される TCP ポートを
選択します。詳細は、『Amazon RDS ユーザーガイド』をご覧ください。

1. AWS Explorer で、[Amazon RDS] ノードを展開します。AWS アカウントに関連付けられているデー
タベースインスタンスのリストが表示されます。これらのインスタンスのいずれかを右クリックし、
[Connect] をクリックします。
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Connect in context menu in AWS Explorer
2. Toolkit for Eclipse で、認証ダイアログボックスが表示されます。データベースインスタンスの作成時に

指定したマスターパスワードを入力します。[Finish] をクリックします。

Authenticate against the database instance
3. Toolkit for Eclipse で、Eclipse Data Source Explorer にデータベースインスタンスへの接続が表示され

ます。ここから、データベースの構造とデータを検査できます。
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Data Source Explorer

Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) を使用すると、AWS リソースにアクセスできるユーザーと
それらのユーザーが実行できる操作を制御できます。AWS Explorer では、IAM ユーザー、グループ、ロー
ルを作成して管理できます。また、ユーザーのパスワードポリシーを設定して、そのポリシーでパスワー
ド要件 (最小長など) を指定したり、自分のパスワードの変更が許可されるユーザーを指定したりできま
す。

Note

ベストプラクティスとして、アカウントの所有者を含むすべてのユーザーは、IAM ユーザーとし
て AWS リソースにアクセスすることをお勧めします。このようにすることで、いずれかの IAM 
ユーザーの認証情報が侵害された場合も、アカウントのルート認証情報を変更する必要はなく、
それらのユーザーの認証情報を失効させるだけで済みます。

AWS Identity and Access Management について
管理者自身のアカウントのパスワードとセキュリティ認証情報 (アクセスキー ID とシークレットアクセス
キー) を共有する代わりに、IAM ユーザーを作成して各ユーザーに個別のパスワードとセキュリティ認証
情報を割り当てることができます。その後、各ユーザーにポリシーをアタッチできます。ポリシーでは、
そのユーザーが実行できるアクションとアクセスを許可されるリソースを決定するアクセス許可を指定し
ます。

個々のユーザーにポリシーを追加する代わりに、IAM グループ (Admins や Developers など) を作成して
ポリシーをアタッチしてから、これらのグループにユーザーを追加することもできます。また、ロールを
作成して、アクセス許可を定義したポリシーをロールにアタッチすることもできます。ロールは、他のア
カウントのユーザー、サービス、IAM ID のないユーザーが引き継ぐことができます。IAM の詳細について
は、IAM ユーザーガイドを参照してください。
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IAM ユーザーを作成する
IAM ユーザーを作成して、組織内の他のユーザーにそれぞれ個別の AWS アイデンティティを割り当て
ることができます。IAM ユーザーにアクセス許可を割り当てるには、ユーザーに IAM ポリシーをアタッ
チするか、ユーザーをグループに割り当てます。グループに割り当てた IAM ユーザーは、グループにア
タッチされているポリシーからアクセス許可を引き継ぎます。詳細については、「IAM グループを作成す
る (p. 61)」と「IAM グループに IAM ユーザーを追加する (p. 62)」を参照してください。

Toolkit を使用して、IAM ユーザーの AWS 認証情報 (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) を生
成することもできます。詳細については、「IAM ユーザーの認証情報を管理する (p. 63)」を参照してく
ださい。

IAM ユーザーを作成するには

1. AWS Explorer で、[AWS Identity and Access Management] ノードを展開し、[Users] (ユーザー) ノー
ドを右クリックして、[Create New Users] (新しいユーザーを作成) を選択します。

2. [Create New Users] ダイアログボックスで、新しい IAM ユーザー用に最大 5 つの名前を入力したら、
[Finish] をクリックします。IAM ユーザー名の制約については、IAM ユーザーガイドのIAM エンティ
ティに関する制限事項を参照してください。
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グループにユーザーを追加する方法については、「IAM グループに IAM ユーザーを追加する (p. 62)」
を参照してください。ポリシーを作成してユーザーにアタッチする方法については、「ユーザー、グルー
プ、またはロールに IAM ポリシーをアタッチする (p. 70)」を参照してください。

IAM グループを作成する
アクセス許可の管理が簡単になるように、グループに IAM ユーザーを追加できます。グループにアタッチ
されているアクセス許可はすべてそのグループのいずれのユーザーにも適用されます。IAM グループの詳
細については、IAM ユーザーガイドのユーザーとグループの使用を参照してください。

グループの作成時、グループのメンバーに付与されるアクセス許可を定義したポリシーを作成できます。

IAM グループを作成するには

1. AWS Explorer で、[AWS Identity and Access Management] ノードを展開し、[Groups] (グループ) 
ノードを右クリックして、[Create New Group] (新しいグループを作成) を選択します。

2. 新しい IAM グループの名前を入力し、[Next] をクリックします。

3. グループのメンバーが実行を許可される操作を決定するポリシーの名前を入力します。ポリシーを 
JSON 形式のドキュメントとして入力し、[OK] をクリックします。
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ポリシー名はアカウント内で一意にする必要があります。入力したポリシーは JSON の正確性につ
いて検証する必要があります。検証後に保存できるようになります。ポリシーの作成方法について
は、IAM ユーザーガイドのポリシーの概要を参照してください。

4. [Finish] をクリックします。

IAM グループに追加のポリシーをアタッチする方法については、「ユーザー、グループ、またはロールに 
IAM ポリシーをアタッチする (p. 70)」を参照してください。

IAM グループに IAM ユーザーを追加する
IAM ユーザーをグループに追加すると、グループにアタッチされているポリシーもすべてそのユーザーに
対して有効になります。IAM ユーザーの詳細については、IAM ユーザーガイドのユーザーとグループを参
照してください。

IAM グループに IAM ユーザーを追加するには

1. AWS Explorer で、[AWS Identity and Access Management] ノードを展開し、[Groups] (グループ) 
を右クリックして、[Open Groups Editor] (グループエディタを開く) を選択します。なお、IAM 
ユーザーを IAM グループに追加するには、AWS Explorer の [Users] (ユーザー) ノードからではな
く、[Groups] (グループ) ノードから行います。

2. [Groups] エディターで、ユーザーを追加するグループを選択し、[Users] タブをクリックします。
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3. 下部のペインの右側で、[Add Users] ボタンをクリックします。

4. [Add Users to Group] ダイアログボックスで、追加するユーザーを選択し、[OK] をクリックします。

IAM ユーザーの認証情報を管理する
ユーザーごとに、パスワードを追加できます。IAM ユーザーはパスワードを使用して AWS Management 
Console で AWS リソースの操作を行います。
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IAM ユーザーのパスワードを作成するには

1. AWS Explorer で、[AWS Identity and Access Management] ノードを展開し、[Users] (ユーザー) ノー
ドを右クリックして、[Open Users Editor] (ユーザー エディタを開く) を選択します。

2. ユーザーのリストで、パスワードを作成するユーザーを選択し、[Summary] タブをクリックします。

3. 下部のペインの右側で、[Update Password] ボタンをクリックします。

4. [Update User Password] ダイアログボックスで、パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
Note

新しいパスワードで既存のパスワードは上書きされます。

ユーザーごとに、一連のアクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) を生成することも
できます。これらのキーを使用すると、AWS に対するプログラムによるアクセスを行う際にユーザーを表
すことができます。例えば、AWS コマンドラインインターフェース (CLI) の使用、SDK を使用したプロ
グラムによるリクエストへの署名、Toolkit を使用したサービスへのアクセスなどが挙げられます。(Toolkit 
用に認証情報を指定する方法については、AWS 認証情報の設定 (p. 3)を参照)。

IAM ユーザーのアクセスキーを生成するには

1. AWS Explorer で、[AWS Identity and Access Management] ノードを展開し、[Users] (ユーザー) ノー
ドを右クリックして、[Open Users Editor] (ユーザー エディタを開く) を選択します。
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2. ユーザーのリストで、キーを生成するユーザーを選択し、[Summary] タブをクリックします。

3. [Manage Access Keys] ボタンをクリックします。

ユーザーのアクセスキーを管理できるウィンドウが表示されます。

4. [Create Access Key] ボタンをクリックします。

[Manage Access Key] ダイアログボックスが表示されます。
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5. [ダウンロード] ボタンをクリックして、生成された認証情報を含むカンマ区切り値 (CSV) ファイルを
ダウンロードします。

Note

このタイミングでしか、これらのアクセスキーを表示およびダウンロードすることはできま
せん。これらのキーを紛失した場合は、それらのキーを削除し、アクセスキーの新しいセッ
トを作成する必要があります。

IAM ユーザーごとに 2 セットのみの認証情報を生成できます。2 セットの認証情報がすでにあり、追加の
セットを作成する必要がある場合は、まず既存のセットのいずれかを削除する必要があります。

認証情報を無効にすることもできます。その場合、認証情報はまだ存在しますが、その認証情報を使用し
て行った AWS へのすべてのリクエストは失敗します。これが便利なのは、認証情報のそのセットに対し
て AWS へのアクセスを一時的に無効にする場合です。以前に無効にした認証情報は再びアクティブにす
ることができます。

IAM ユーザーのアクセスキーを削除する、非アクティブにする、再びアクティブにする

1. AWS Explorer で、[AWS Identity and Access Management] ノードを展開し、[Users] (ユーザー) ノー
ドを右クリックして、[Open Users Editor] (ユーザー エディタを開く) を選択します。

2. ユーザーのリストで、アクセスキーを管理するユーザーを選択し、[Summary] タブをクリックし、
[Manage Access Keys] ボタンをクリックします。

3. そのユーザーのアクセスキーが一覧表示されたウィンドウで、管理する資格情報を右クリックし、以
下のいずれかを選択します。

• Delete Access Key
• Make Inactive
• Make Active
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IAM ロールを作成します。
AWS Toolkit を使用して、IAM ロールを作成できます。このロールは、AWS リソースへのアクセスを許可
されたエンティティが継承できます。ロールにアタッチするポリシーにより、ロールを引き継ぐユーザー 
(信頼済みエンティティまたはプリンシパル) と、それらのエンティティが実行を許可される操作が決まり
ます。

Toolkit で、以下の信頼済みエンティティを指定できます。

• AWS サービス。例えば、Amazon EC2 に他の AWS のサービスの呼び出しを許可したり、AWS Data 
Pipeline に Amazon EC2 インスタンスの管理を許可したりするロールを作成できます。これは、サービ
スロールと呼ばれます。

• 所有する別のアカウント。複数の AWS アカウントを所有している場合は、あるアカウントのユーザー
に別のアカウントのリソースへのアクセスを許可するロールを作成できます。

• サードパーティーのアカウント。サードパーティーベンダーに AWS リソースの管理を許可する場合が
あります。その場合は、信頼されたエンティティがサードパーティーの AWS アカウントであるロール
を作成できます。

信頼済みエンティティになるユーザーを指定した後、ロールが実行を許可される操作を決定するポリシー
を指定できます。

例えば、ロールを作成したら、いずれかの Amazon S3 バケットのみへのアクセスを許可するポリシーを
そのロールにアタッチできます。その後、ロールを Amazon EC2 インスタンスに関連付けることができ
ます。Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行すると、アプリケーションは、ロールのポリ
シーでアクセスを許可した Amazon S3 バケットにのみアクセスできます。

IAM ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ロール」を参照してください。

IAM ロールを作成するには

1. AWS Explorer で、[AWS Identity and Access Management] ノードを展開し、[Roles] (ロール) ノード
を右クリックして、[Create New Role] (新しいロールを作成) を選択します。
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2. IAM ロールの名前を入力し、[Next] をクリックします。

3. ロールの信頼済みエンティティを選択します。サービスロールを作成するには、AWSサービスロー
ル[] を選択し、ドロップダウンリストでサービスロールを選択します。
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自分が所有する別の AWS アカウントに定義されているユーザーにアクセスを許可するに
は、[Account ID] (アカウント ID) を選択し、その別の AWS アカウントの番号を入力します。

サードパーティーのアカウントにアクセスを許可するには、[Account ID] (アカウント ID) を選択し、
サードパーティーの AWS アカウント番号を入力します。サードパーティーによって外部 ID が提供さ
れている場合は、その ID も入力します。

4. [Next] (次へ) をクリックします。
5. ロールが実行を許可される操作を決定するポリシーの名前を入力します。その後、ポリシーを JSON 

ドキュメントとして入力し、[OK] をクリックします。
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ポリシー名はアカウント内で一意にする必要があります。入力したポリシーは JSON の正確性につ
いて検証する必要があります。検証後に保存できるようになります。ポリシーの作成方法について
は、IAM の使用ガイド のポリシーの概要を参照してください。

6. [Finish] をクリックします。

新しい IAM ロールが [Roles] エディターに表示されます。

Amazon EC2 インスタンスに関連付けられている IAM ロールを使用して AWS にアクセスする方法を示す
例については、AWS SDK for Java デベロッパーガイドの Amazon EC2 での IAM ロールを使用した AWS 
リソースへのアクセスの許可を参照してください。

ユーザー、グループ、またはロールに IAM ポリシーを
アタッチする
ポリシーはアクセス許可を定義したドキュメントです。例えば、ユーザーにアタッチするポリシーの場
合、ユーザーに呼び出しを許可する AWS アクションと、そのアクションの実行を許可するリソースを指
定できます。グループにアタッチするポリシーの場合、そのアクセス許可はグループのユーザーに適用さ
れます。ロールにアタッチするポリシーの場合、アクセス許可は、ロールを引き継ぐユーザーすべてに適
用されます。
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ユーザーまたはグループにポリシーをアタッチするプロセスは似ています。ロールには、そのロールが実
行を許可される操作を決定するポリシーをアタッチできます。別のプロセス (信頼関係の管理) で、ロール
の引き継ぎを許可するユーザーを決定するポリシーをアタッチまたは編集します。

Note

ユーザー、グループ、またはロールにポリシーを以前にアタッチした場合は、以下の手順を使
用して、追加のポリシーをアタッチできます。ユーザー、グループ、またはロールの既存のポリ
シーを編集するには、IAM コンソール、コマンドラインツール、または API 呼び出しを使用しま
す。

ユーザー、グループ、またはロールの IAM ポリシーを作成するには

1. AWS Explorer で、[AWS Identity and Access Management] ノードを展開し、[Groups] (グルー
プ)、[Users] (ユーザー)、または [Roles] (ロール) のノードをダブルクリックします。

2. ポリシーをアタッチするグループ、ユーザー、またはロールを選択し、[Permissions] タブをクリック
します。

3. 下部のペインの右側で、[Attach Policy] ボタンをクリックします。

4. [Manage Group Policy]、[Manage User Policy]、または [Manage Role Permissions] のダイアログボッ
クスで、ポリシーの名前を入力します。その後、ポリシーを JSON ドキュメントとして入力し、[OK] 
をクリックします。
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ポリシー名はアカウント内で一意にする必要があります。入力したポリシーは JSON の正確性につ
いて検証する必要があります。検証後に保存できるようになります。ポリシーの作成方法について
は、IAM ユーザーガイドのIAM ポリシーの概要を参照してください。

ロールの信頼関係を作成または管理するには

1. AWS Explorer で、[AWS Identity and Access Management] ノードを展開し、[Roles] (ロール) ノード
をダブルクリックします。

2. [Roles] エディターで、管理するロールを選択し、[Trust Relationships] タブをクリックします。
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3. 下部のペインの右側で、[Edit Trust Relationship] ボタンをクリックします。

4. [Edit Trust Relationship] ダイアログボックスで、ポリシーの JSON ドキュメントを編集し、[OK] をク
リックします。

パスワードポリシーを設定する
Toolkit for Eclipse で、アカウントのパスワードポリシーを設定できます。これにより、IAM のユーザー用
に作成したパスワードは、長さと複雑さについて特定のガイドラインに従うようになります。また、ユー
ザーに自分のパスワードの変更を許可するかどうかも指定できます。詳細については、IAM ユーザーガイ
ドの IAM パスワードポリシーの管理を参照してください。

ユーザーまたはグループの IAM ポリシーを作成するには

1. AWS Explorer の [Identity and Access Management] で、[Password Policy] (パスワードポリシー) ノー
ドをダブルクリックします。

2. [Password Policy] (パスワードポリシー) ペインで、AWS アカウントに必要なポリシーオプションを
指定し、[Apply Password Policy] (パスワードポリシーを適用) をクリックします。
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AWS SAM Local を使用したサーバーレスアプリ
ケーションのデバッグ

このチュートリアルでは、AWS SAM Local を使用して、Toolkit for Eclipse でサーバーレスアプリケー
ションをデバッグする方法を説明します。SAM Local は、AWS Serverless Application Model (AWS SAM) 
で記述されたサーバーレスアプリケーションを管理するための AWS CLI ツールです。詳細について
は、SAM Local README を参照してください。

前提条件
このチュートリアルを使用するには、Toolkit for Eclipse、Docker、AWS SAM Local がインストールさ
れている必要があります。Docker と SAM Local のインストール手順については、AWS SAM Local の
README を参照してください。Toolkit for Eclipse のインストールとセットアップの手順については、開
始方法 (p. 2)のトピックを参照してください。

Note

Toolkit for Eclipse の AWS SAM Local の機能を使用するには、プロジェクトは有効な Maven 
Project で、有効な pom.xml ファイルがある必要があります。

必要なツールをインストールした後、[Eclipse] メニューから Eclipse の [Preferences] (設定) ダイアログ
ボックスを開きます。示されているように、[SAM Local Executable] を設定します。これにより、Toolkit 
for Eclipse は SAM Local のインストールをどこで探せばよいかが分かります。
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SAM アプリケーションの AWS CodeStar からのイン
ポート
このチュートリアルでは、AWS CodeStar のサンプルプロジェクトが必要です。サンプルプロジェクト
を作成するには、AWS CodeStar ユーザーガイドの AWS CodeStar でのサーバーレスプロジェクトの作
成チュートリアルを参照してください。

SAM アプリケーションを AWS CodeStar からインポートするには

1. Eclipse ツールバーで、Amazon Web Services メニュー (AWSホームページアイコン) を選択
し、インポートAWSCodeStar プロジェクト。または、Eclipse メニューバーでファイル,インポー
ト,AWS,AWSCodeStar プロジェクト。

2. サンプルアプリケーションが作成されたリージョンを選択します。
3. [Project Name] リストからサンプルプロジェクトを選択します。
4. Git 認証情報を追加します。CodeCommit の認証情報を取得する方法については、AWS CodeCommit 

ユーザーガイドを参照してください。
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5. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Branch Selection] ページで [Next] を選択します。
7. [Local Destination] ページで、[Finish] を選択します。

次に、Eclipse 内で SAM Local を使用して、このサーバーレスアプリケーションをローカルでデバッグで
きます。
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ローカルでの Lambda 関数のデバッグ
サーバーレスアプリケーションのデバッグ設定を作成し、SAM Local を使用してアプリケーションをロー
カルで実行します。

ローカルで Lambda 関数をデバッグするには

1. Eclipse の [Project Explorer] で HelloWorldHandler.java を開きます。
2. Eclipse コードウィンドウ内で右クリックし、[Debug As] (デバッグ方法) を選択し、[AWS SAM Local]

を選択します。
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3. この例では、[Project] と [Template] をそのままにしておきます。
4. [Run as] フィールド [Lambda Function] を選択します。
5. [Function identifier] フィールドで [GetHelloWorld] を選択します。
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6. この例では、Amazon S3 イベントを提供します。[Event] 入力ボックスの横にある [Generate] を選択
します。

7. Amazon S3 バケットのあるリージョンを選択します。
8. 有効な Amazon S3 バケット名を入力します。
9. 有効な Amazon S3 オブジェクトキーを入力し、[OK] を選択します。
10. [Save As] ページで、現在のプロジェクトを選択し、イベントファイルの名前を入力します。この例で

は、[s3-event.json] を使用しました。
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11. [OK] を選択してイベントファイルを保存し、メインダイアログボックスに戻ります。
12. 詳細設定はそのままにしておきます。これらのフィールドの詳細については、「詳細設定 (p. 82)」

を参照してください。
13. [Apply] (適用) を選択し、[Debug] (デバッグ) を選択します。

これで Lambda 関数がローカルで実行されます。他のアプリケーションの場合と同様にブレークポイント
を設定してコードをデバッグできます。

API Gateway のローカルでのテスト
また、HTTP リクエスト/応答の機能を SAM Local でテストできます。

API Gateway をローカルでテストするには

1. Eclipse コードウィンドウ内で右クリックし、[Debug As]、[Debug Configuration] を選択します。
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2. この実行に新しい Debug Configuration を作成し、別の名前を付けます。
3. [Run as] フィールドで [API Gateway] を選択します。
4. 他のすべてのフィールドをそのままにすると、設定は次のようになります。

5. [Apply] (適用) を選択し、[Debug] (デバッグ) を選択します。
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これはローカル API ゲートウェイをスポーンし、アプリケーションをテストするために使用できます。デ
バッグ出力には HTTP のリンクが含まれ、コードのリクエスト/応答の機能を検証するために使用できま
す。

詳細設定
このセクションでは、SAM Local Debug 設定ページで使用できる詳細オプションについて説明します。
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AWS の設定
プロファイルの選択

(必須) AWS 認証情報に使用するプロファイル。

(デフォルト) デフォルトのプロファイルです。
リージョンの選択

(必須) アプリケーションがデプロイされるリージョンです。

(デフォルト) 米国東部 (バージニア)

SAM Local 設定
Maven の目標

(必須) アプリケーション構築の際の Maven の目標 デフォルトで、すべて依存関係 を含めて (fat Jar) 
も Jar ファイルが生成されない場合は、これらの目標をカスタマイズする必要があります。プラグイ
ンを使用した fat Jar の作成方法については、Maven プロジェクトの Maven Shade プラグインを参照
してください。

(デフォルト) クリーンパッケージ
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SAM ランタイム

(必須) SAM 実行ファイルへのパス。

(デフォルト) /usr/local/bin/sam
デバッグポート

(必須) Eclipse デバッガーが SAM Local に接続するために使用するポート。

(デフォルト) 5858
環境変数

(オプション) Lambda 関数で使用される環境変数の値を含む JSON ファイルへのパス。このファイル
に必要な構文については、SAM Local ユーザーガイドの「環境変数ファイル」を参照してください。

(デフォルト) 空

Lambda 関数の設定
コードの URI

(オプション) コードアーカイブファイルへのパス。このページの例では、.jar ファイルへのパスです。

(デフォルト) template.yml ファイルのパス
タイムアウト

(必須) Lambda 関数のランタイムタイムアウト。

(デフォルト) 300

詳細
AWS SAM Local の詳細については、GitHub の AWS SAM Local ユーザーガイドを参照してくださ
い。AWS Serverless Application Model (SAM) の詳細については、GitHub の AWS SAM プロジェクトを参
照してください。
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なストアに書き込むことができませんでした。

トラブルシューティング
AWS CodeCommit プラグイン - Eclipse は安全なス
トアに書き込むことができませんでした。

問題: AWS CodeCommit リポジトリのチェックインまたはチェックアウト時に、「Writing to secure store 
failed, No password provided.」 (安全なストアへの書き込みが失敗しました。パスワードが提供されてい
ません。) というエラーメッセージが表示されました。

解決策: 開けてPreferences (設定)->将軍->セキュリティ->セキュリティストレージ->目次->GIT->削除。
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ドキュメント履歴
次の表は、本ガイドの前回リリース以降の重要な変更点をまとめたものです。

API バージョン: 2010-12-01

前回のドキュメントの更新: 2020 年 4 月 28 日

2016 年 12 月 1 日

新しいサーバーレスプロジェクトウィザード (p. 10)の詳細を提供する新しいセクションを追加しまし
た。

2015 年 12 月 22 日

「その他のリソース」トピックを削除しました。このトピックの情報は、ガイドの先頭ページにある
「その他のドキュメントとリソース (p. 1)」に移動しました。

2015 年 10 月 22 日
• ガイドの内容を適切に表すために、ガイド名を "入門ガイド" から "ユーザーガイド" に変更しまし

た。
• インストールするツールキットのコンポーネントを選択する方法の変更を反映して、インストール

手順を更新しました。
2014 年 6 月 16 日

Toolkit for Eclipse では、Java による AWS Lambda 関数の作成がサポートされるようになりました。
詳細については、AWS Toolkit for Eclipse で Lambda を使用する (p. 19)を参照してください。

2013 年 9 月 27 日
• Toolkit for Eclipse では、AWS 認証情報の保存とその情報へのアクセスに、AWS CLI および AWS 

SDK と同じシステムが利用されるようになりました。そのため、複数のプロファイルを使用して複
数セットの認証情報を保存できます。詳細については、新しく更新されたトピックを参照してくだ
さい。セットアップAWS認証情報 (p. 3)。

• Toolkit for Eclipse 入門ガイドは AWS SDK の他のドキュメントに合わせて (Toolkit for Eclipse で使
用される AWS Java SDK を中心に) 再構成されました。このガイドはわかりやすく論理的に再構成
されていますが、主なセクションごとの説明を AWS Toolkit for Eclipse とは (p. 1)に記載していま
す。

• Eclipse 4.3 (”Kepler”) の「開始方法 (p. 2)」を更新しました。
2013 年 9 月 9 日

このトピックでは、本ガイドの最近の変更について説明します。リリースノートの履歴とあわせて利
用してください。
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