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AWS Toolkit for JetBrains

AWS Toolkit for JetBrains とは

AWS Toolkit for JetBrains をすぐに使用するには、のインストール (p. 4)および初回接
続 (p. 8)手順。

AWS Toolkit for JetBrains は、JetBrains の統合開発環境 (IDE) 用のオープンソースプラグインです。この
ツールキットにより、開発者はAmazon Web Services (AWS) を使用するサーバーレス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。

トピック
• AWS Toolkit for JetBrains (p. 1)
• 開始方法 (p. 1)
• AWS Toolkit for JetBrains を使用できること (p. 2)
• 関連情報 (p. 2)

AWS Toolkit for JetBrains
-JetBrains 用 AWS ツールキットには、次の特定のツールキットが含まれています。

• AWS Toolkit for をインストールするクリオン（C＆C ++開発用）
• AWS Toolkit for をインストールするゴーランド（囲碁開発用）
• AWS Toolkit for をインストールするIntelliJ(Java 開発用)
• AWS Toolkit for をインストールするウェブストーム(Node.js 開発用)
• AWS Toolkit for をインストールするライダー(.NET 開発用)
• AWS Toolkit for をインストールするPhpStorm(PHP 開発用)
• AWS Toolkit for をインストールするPyCharm(Python 開発用)
• AWS Toolkit for をインストールするRubyMine（Ruby開発用）
• AWS Toolkit for をインストールするデータグリップ(データベース管理用)

Note

サポートされている JetBrains IDE の AWS Toolkit で機能に意味のある違いがある場合について
は、このガイドで説明します。

また、JetBrains 用 AWS ツールキットを使用して、AWS Lambda 関数、AWS CloudFormation スタッ
ク、および Amazon Elastic コンテナサービス（Amazon ECS）クラスターを操作することもできま
す。JetBrains の AWS Toolkit for JetBrains には、AWS の認証情報管理や AWS リージョン管理などの機
能が含まれています。

開始方法
AWS Toolkit for JetBrains の使用を開始するには、のインストール (p. 4)および初回接続 (p. 8)手
順。
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https://www.jetbrains.com/clion/
https://www.jetbrains.com/go/
http://aws.amazon.com/intellij/
http://aws.amazon.com/webstorm/
http://aws.amazon.com/rider/
https://www.jetbrains.com/php/
http://aws.amazon.com/pycharm/
https://www.jetbrains.com/ruby/
https://www.jetbrains.com/datagrip/
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AWS Toolkit for JetBrains を使用できること

AWS Toolkit をインストールして AWS アカウントに接続すると、それを使用して操作できます。AWS 
サーバーレスアプリケーション (p. 20),AWS Lambda 関数 (p. 27),AWS CloudFormation スタッ
ク (p. 34), およびAmazon ECS クラスター (p. 37)アカウントの。

AWS Toolkit の他の使用可能な機能の使用方法に関する簡単な説明については、キータスク (p. 4)。

AWS Toolkit for JetBrains を使用できること
JetBrains の AWS Toolkit for JetBrains を使用して以下を実行できます。

• 作成 (p. 20),デプロイ (p. 24),変更 (p. 25), およびdelete (p. 27) AWS サーバーレスAWS アカ
ウント内の。

• 作成 (p. 28),実行（呼び出し）とローカルでのデバッグ (p. 29),リモートで実行 (呼び出
し) (p. 30),変更 (p. 31), およびdelete (p. 33) AWS LambdaAWS アカウントの機能。

• イベントログを表示する (p. 35)とのdelete (p. 36) AWS CloudFormationAWS アカウントのスタッ
クを作成します。

• 内のデバッグコードAmazon ECS (p. 37)AWS アカウント内のクラスターを削除します。(Amazon 
ECS クラスターのデバッグコードは、現在ベータ版です)。

• の操作Amazon EventBridge (p. 38)AWS アカウント内のスキーマ。
• AWS 認証情報を切り替えて、同じ AWS アカウントまたは別のアカウントのアクセス権限セットで接続

する (p. 14)。
• 接続されている AWS アカウントの AWS リージョンの AWS リソースの操作に切り替えま

す (p. 18)。
• HTTP プロキシを使用して (p. 7)、必要に応じて更新します (p. 6)。

関連情報
関連動画
• お知らせ | AWS Toolkit for IntelliJ IDEA のご紹介 (16 分、2019 年 4 月、YouTube ウェブサイト)
• AWS Toolkit for JetBrains のご利用開始にあたって(PyCharm の AWS Toolkit についてのみ説明、2 

分、2018 年 11 月、YouTube ウェブサイト)
• JetBrains 用 AWS ツールキットを使用したサーバーレスアプリケーションの構築(PyCharm の AWS 

Toolkit についてのみ説明、6 分、2018 年 11 月、YouTube ウェブサイト)

関連するウェブページ
• AWS Toolkit for IntelliJ が正式にリリースされました(2019 年 3 月、ブログ記事、AWS ウェブサイト)
• AWS Toolkit for IntelliJ — 正式リリース(2019 年 3 月、ブログ記事、AWS ウェブサイト)
• 新規 — AWS Toolkits for PyCharm、IntelliJ (プレビュー)(2018 年 11 月、ブログ記事、AWS ウェブサイ

ト)
• AWS Toolkit for PyCharm の紹介(2018 年 11 月、ブログ記事、AWS ウェブサイト)
• AWS Toolkit for IntelliJ(AWS Toolkit for JetBrains、AWS ウェブサイト)
• AWS Toolkit for PyCharm(AWS Toolkit for JetBrains、AWS ウェブサイト)
• AWS Toolkit(JetBrains ウェブサイト)
• JetBrains ツールを使用して AWS で開発する(JetBrains ウェブサイト)
• JetBrains によるすべての開発者ツールと製品(JetBrains ウェブサイト)
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http://aws.amazon.com/serverless/
http://aws.amazon.com/lambda/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
https://www.youtube.com/watch?v=xbbkNVr27Is
https://www.youtube.com/watch?v=oHge7MytYv4
https://www.youtube.com/watch?v=kyZpAnDc4Qs
http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/03/the-aws-toolkit-for-intellij-is-now-generally-available/
http://aws.amazon.com/blogs/developer/aws-toolkit-for-intellij-now-generally-available/
http://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-toolkits-for-pycharm-intellij-preview-and-visual-studio-code-preview/
http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/11/introducing-aws-toolkit-for-pycharm/
http://aws.amazon.com/intellij/
http://aws.amazon.com/pycharm/
https://plugins.jetbrains.com/plugin/11349-aws-toolkit
https://www.jetbrains.com/devops/amazon-aws/
https://www.jetbrains.com/products.html
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質問とヘルプ

質問とヘルプ
AWS 開発者コミュニティに質問したり、サポートを要請するには、次の AWS ディスカッションフォーラ
ムを参照してください。

• C＆C ++開発
• Go 開発
• Java 開発
• JavaScript 開発
• .NET 開発
• PHP 開発
• Python 開発
• Ruby 開発

(これらのフォーラムにアクセスするには AWS へのサインインが必要になることがあります)。

当社に直接お問い合わせいただくこともできます。

AWS Toolkit でバグを報告する、または機能リクエス
トを作成する
JetBrains 用 AWS Toolkit でバグを報告したり、機能リクエストを行うには、問題点タブにあるaws/aws-
toolkit-ジェットブレーンGitHub ウェブサイトの「GitHub」。[New issue (新しい問題)] を選択し、画面の
指示に従ってバグレポートまたは機能リクエストの作成を完了します。(このウェブサイトにアクセスする
には、GitHub へのサインインが必要になることがあります)。

AWS Toolkit への寄稿
AWS Toolkit への寄稿を大きく評価しています。コントリビューションを開始するには、寄稿ガイドライ
ン()aws/aws-toolkit-ジェットブレーンGitHub ウェブサイトの「GitHub」。(このウェブサイトにアクセスす
るには、GitHub へのサインインが必要になることがあります)。
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http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=245
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=293
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=70
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=148
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=61
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=80
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=132
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=125
http://aws.amazon.com/contact-us/
https://github.com/aws/aws-toolkit-jetbrains/issues
https://github.com/aws/aws-toolkit-jetbrains
https://github.com/aws/aws-toolkit-jetbrains
https://github.com/aws/aws-toolkit-jetbrains/blob/master/CONTRIBUTING.md
https://github.com/aws/aws-toolkit-jetbrains/blob/master/CONTRIBUTING.md
https://github.com/aws/aws-toolkit-jetbrains
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AWS Toolkit for JetBrains をインストールする

AWS Toolkit for JetBrains の主なタス
ク

以下の簡単な手順に従って、AWS Toolkit for JetBrains で重要なタスクを完了します。

• AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)
• AWS Toolkit for JetBrains を更新する (p. 6)
• HTTP プロキシを使用するように JetBrains 用 AWS Toolkit for AWS Toolkit を設定する (p. 7)
• AWS Toolkit for JetBrains から AWS アカウントへの接続の操作 (p. 8)
• JetBrains 用 AWS ツールキットが使用している現在の AWS リージョンを入手する (p. 17)
• AWS リージョン間の切り替え (p. 18)
• AWS Toolkit for JetBrains で AWS Explorer を開きます (p. 19)
• AWS サービスでの作業

• AWS サーバーレスアプリケーションの操作 (p. 20)
• AWS Lambda 関数の使用 (p. 27)
• AWS CloudFormation スタックの使用 (p. 34)
• Amazon CloudWatch Logs を操作する (p. 36)
• アカウント内の Amazon ECS クラスターを操作する (p. 37)
• Amazon EventBridge スキーマの使用 (p. 38)
• Amazon S3 バケットおよびオブジェクトの使用 (p. 38)
• Amazon RDS データベースの操作 (p. 38)
• Amazon Redshift クラスターとデータベースを操作する (p. 39)

AWS Toolkit for JetBrains をインストールする
AWS Toolkit for JetBrains を使用するように AWS アカウントの
設定
1. AWS アカウントの作成まだ持っていない場合は、[] (アカウントをお持ちでない場合は) を使用しま

す。
2. AWS Identity and Access Management (IAM) で管理者ユーザーとグループを作成するアカウントで 

(まだ行っていない場合)。

Note

AWS Toolkit for JetBrains が使用するアカウント内で、特別なタイプのユーザーとグループを
作成または使用することを推奨します。これは、管理者IAM ユーザーおよびグループ あなた
はできますが通常の IAM ユーザーとグループを作成するアカウントにアカウント内のすべて
の AWS リソースおよび AWS サーバーレスアプリケーションへのフルアクセスを許可されな
い場合があります。私たちはサポートしていますが、強く阻止するを使用してAWS アカウン
トのルートユーザーAWS Toolkit for JetBrains をインストールしてください。

4

http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-and-activate-aws-account/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-admin-group.html#getting-started_create-admin-group-console
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_create.html#id_users_create_console
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#create-iam-users
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#lock-away-credentials
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#lock-away-credentials
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AWS Toolkit for JetBrains をインストールする

3. アクセスキーの作成[] を持っていない場合アクセスキーをすでにそのユーザーに割り当てます。

Note

アクセスキーには、アクセスキー ID 値とシークレットアクセスキーの値の両方が含まれま
す。AWS Toolkit for JetBrains は、これらの値の両方を後で使用する必要があります。必ず
安全な場所に保管してください。失くした場合、完全に失われてしまい、取得することはで
きません。ただし、いつでも紛失したアクセスキーを削除し、代替アクセスキーを作成する
ことができます。これを実行した場合は、ツールキットの接続設定も変更 (p. 14)する必要
があります。私たちはサポートしていますが、強く阻止する,AWS アカウントのルートユー
ザーのアクセスキーの作成AWS Toolkit for JetBrains を使用する。

JetBrains 用 AWS ツールキットのインストールと設定
1. 必ず、AWS ツールキットでサポートされている JetBrains IDEがインストールされ、実行されてい

る。
2. [設定]/[設定] を開きます。
3. [プラグイン] を選択します。
4. リポジトリの []Marketplaceタブマーケットプレイスでプラグインを検索を入力し、開始するAWS 

Toolkit。メトリックAmazon Web Services による AWS ツールキット[] が表示された場合は、選択し
ます。

5. [Install] を選択します。

5

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html#Using_CreateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html#Using_CreateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html#Using_CreateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#create-iam-users
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html#id_root-user_manage_add-key
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html#id_root-user_manage_add-key
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AWS Toolkit for JetBrains を更新する

Note

JetBrains 用 AWS ツールキットを使用して、AWS CloudFormation、AWS Lambda、AWS 
サーバーレス、および Amazon ECS で使用可能な機能を操作するには、AWS ツールキット
のバージョン 1.8 以降をインストールする必要があります。

6. [Third-party Plugins Privacy Note (サードパーティープラグインのプライバシーノート)]が表示された
ら、[同意する] を選択します。

7. 選択IDE の再起動] を選択し、プロンプトが表示されたら、[] を選択します。Restart。
8. JetBrains 用 AWS Toolkit を使用して AWS サーバーレスアプリケーションまたは Lambda 関数の開

発、テスト、分析、およびデプロイを行う前に、次のツールがインストールされていることを確認し
ます。次の順序でツールをインストールします。

1. AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
2. Docker (Docker は、サーバーレスアプリケーションまたは関数を開発、テスト、分析、またはデプ

ロイするとき、常に実行されている必要があります)
3. AWS サーバーレスアプリケーションモデルコマンドラインインターフェイス (AWS SAM CLI)

9. AWS Toolkit for JetBrains を使用して Amazon ECS クラスターでコードをデバッグする前に、追加の
手順を完了する必要があります。手順については、「前提条件 (p. 71)」を参照してください。

10. JetBrains 用 AWS Toolkit をインストールした後 (また、AWS サーバーレスアプリケーショ
ン、Lambda 関数、または Amazon ECS クラスターを操作している場合は、この順番で前述のさらに
必要なツールをインストール)、AWS アカウントに接続する (p. 8)。

上へ (p. 4)

AWS Toolkit for JetBrains を更新する
あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)ツールキットのアップデートをいつで
も確認し、インストールできます。
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これを行うには、IntelliJ IDEA、PyCharm、WebStorm、またはJetBrains Riderがすでに実行されている状
態で、次の操作を行います。

1. [設定]/[設定] を開きます。
2. [更新] を選択します。(更新が表示されない場合は、[Check new updates (新しい更新の確認)] を選択

する必要がある場合があります)。

3. 画面に表示される指示に従って、AWS Toolkit for JetBrains の更新を完了します。
4. JetBrains IDE を再起動します。

HTTP プロキシを使用するように JetBrains 用 
AWS Toolkit for AWS Toolkit を設定する

あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)ご利用のアカウントで、HTTP プロキ
シを使用するように設定できます。

IntelliJ IDEA、PyCharm、WebStorm、またはJetBrains Riderがすでに実行されている状態で、次のいずれ
かの操作を行います。

• クリオン— 参照先HTTP プロキシの設定を参照してください。
• ゴーランド— 参照先HTTP プロキシを参照してください。
• IntelliJ IDEA— 参照先HTTP プロキシIntelliJ IDEAヘルプウェブサイトを参照してください。
• ウェブストーム— 参照先HTTP プロキシWebStorm ヘルプ Web サイトを参照してください。
• JetBrains ライダー— 参照先HTTP プロキシの設定JetBrains をご覧ください。
• PhpStorm— 参照先HTTP プロキシPhpStorm。
• PyCharm— 参照先HTTP プロキシPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• RubyMine— 参照先HTTP プロキシRubyMine ヘルプウェブサイトをご覧ください。
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AWS アカウントへの接続の操作

上記の手順を完了すると、ツールキットはこれらの HTTP プロキシ設定の使用を開始します。

上へ (p. 4)

AWS Toolkit for JetBrains から AWS アカウントへ
の接続の操作

あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)ツールキットを使用して AWS アカウ
ントで次の操作を行います。

• AWS アカウントConnect する (p. 8)
• 現在の接続を取得する (p. 16)
• 複数の接続を追加する (p. 12)
• 接続を切り替える (p. 14)
• 接続設定の変更 (p. 14)
• 接続を削除 (p. 15)

上へ (p. 4)

AWS アカウントConnect する
我々はすでにあなたを前提としていますAWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)接続オプ
ションに応じて、次の前提条件をすでに満たしている必要があります。

• AWS セキュリティ認証情報 —アクセスキー(アクセスキー IDの値とシークレットアクセスキー値)、ま
たは AWS アカウントの root ユーザー (これは強く推奨しません) のいずれかです。IAM にユーザーのア
クセスキーがない場合は、1 つを作成する。

• AWS SSO — AWS SSO の有効化、アイデンティティ・ソースの管理、AWS アカウントへの SSO アク
セスの割り当てにより、シングルサインオンを設定します。このプロセスの詳細については、『開始方
法の章で、AWS Single Sign-On ユーザーガイド。

Note

アクセスキーを含む名前付きプロファイルなど、機密性の高い資格情報情報をcredentialsファ
イルを開きます。認証に AWS SSO を使用する名前付きプロファイルなど、機密性の低い設定オ
プションは、通常configファイルを開きます。
すべての名前付きプロファイルを 1 つのファイルに保管することもできます。両方の使用してい
るcredentialsおよびconfigfile,credentialsIDE でデフォルトで開いていない場合。
同じ名前を共有するプロファイルの両方のファイルに認証情報がある場合、credentialsファイ
ルが優先されます 詳細については、「」を参照してください。設定ファイルと認証情報ファイル
の設定()AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド。

• 認証情報を編集用に開くには、以下のいずれかの操作を行います。

• ステータスバーで、[AWS: 認証情報が選択されていませんを選択してから、[] を選択します。AWS 
認証情報ファイルの編集。
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• AWS Explorer でを使用する (p. 19)(まだ開いていない場合)。選択AWS Connection 接続の設
定を選択してから、[] を選択します。AWS 認証情報ファイルの編集。

認証情報ファイルを開いたら、それを編集して、アクセスキーまたは AWS SSO を使用して AWS アカウ
ントへのアクセスを指定できます。

Connect with access keys

1. ファイルの、[default] で aws_access_key_id をアクセスキー ID 値 
(AKIAIOSFODNN7EXAMPLE など) で [accessKey1] に置き換えます。

プロンプトが表示されたら、[] を選択します。とにかくこのファイルを編集したいを選択してか
ら、[] を選択します。OK。

2. aws_secret_access_key をシークレットアクセスキーの値 (wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY など) で [secretKey1] に置き換えます。

最終的な結果は、名前付きプロファイル 形式に従って、ここに示すようになります。

9

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-profiles.html


JetBrains の AWS Toolkit ユーザーガイド
AWS アカウントConnect する

... Other file contents omitted for brevity ...

[default]
# ... Some comments ...
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

... Other file contents omitted for brevity ...

Note

AWS Toolkit for JetBrains では、現在、次の設定変数がサポートされています。

• aws_access_key_id

• aws_secret_access_key

• aws_session_token

• credential_process

• external_id

• mfa_serial

• role_arn

• source_profile

詳細については、「」を参照してください。AWS CLI 設定変数()AWS CLI コマンドリ
ファレンス。

3. ファイルを保存してから閉じます。AWS Toolkit for JetBrains は、上記のアクセスキーを使用し
てアカウントに接続しようとします。

接続後、ツールキットを使用して、そのアカウントの AWS リソース（AWS Server
レス (p. 20)アプリケーション、AWS Lambda (p. 27)関数、およびAWS 
CloudFormation (p. 34)スタック.

Connect with AWS SSO

AWS SSO では、名前付きプロファイルをcredentialsファイルまたはconfigで、AWS アカウン
トの一時的な認証情報を取得するために使用します。プロファイル定義は、SSOユーザー・ポータ
ルと、アクセスをリクエストしているユーザーに関連付けられた AWS アカウントと IAM ロールが含
まれます。

JetBrains 用 AWS ツールキットは AWS CLI を呼び出しますloginコマンドはユーザーに代わって実
行します。(追加した名前付きプロファイルは、login). ログインに成功すると、デフォルトのブラウ
ザが起動し、AWS SSO ログインが検証されます。その後、アカウントで使用可能な AWS リソース
へのアクセスを開始できます。

1. 左credentials/configファイルで、[default]で、名前付きプロファイルのテンプレートを
追加します。

以下に示すような例を、一般的な AWS SSO プロファイルのテンプレートとして使用できます。
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Important

名前付きプロファイルの場合、credentialsファイルでは、configファイルを開
きます。接頭辞の単語を含めるprofileで名前付きプロファイルを設定する場合の
み、configファイルを開きます。credentials ファイルにエントリを作成するとき
は、profile という単語を使用しないでください。

... Named profile in credentials file ...

[default]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2

... Named profile in config file ...

[profile user1]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2

... Other file contents omitted for brevity ...

2. SSO 設定に固有のキーに値を割り当てます。

• sso_start_url— 組織の AWS SSO ユーザーポータルを指す URL を指定します。
• sso_region— AWS SSO ポータルホストを含む AWS リージョンを指定します。これはデ

フォルトので指定された AWS リージョンとは別で、異なる AWS リージョンにすることがで
きます。regionパラメータ。

• sso_account_id— 関連付けられた AWS SSO ユーザーに付与するアクセス権限を持つ IAM 
ロールを含む AWS アカウント ID を指定します。

• sso_role_name— このプロファイルを使用して AWS SSO を介して認証情報を取得する場合
の、ユーザーのアクセス権限を定義する IAM ロールのフレンドリ名を指定します。

• regionIAM AWS SSO ポータルホストを含む AWS リージョンを指定します。これはデフォ
ルトので指定された AWS リージョンとは別で、異なる AWS リージョンにすることができま
す。regionパラメータ。

Note

また、[] に有効なその他のキーや値を含めることもできます.aws/credentials 
fileまたはoutputまたはS3。ただし、認証情報に関連する値 (role_arnまた
はaws_secret_access_key。これを行うと、AWS CLI はエラーを生成します。
詳細については、「」を参照してください。AWS Single Sign-On を使用するように 
AWS CLI を設定する()AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド。

JetBrains 用の AWS ツールキットが AWS SSO を呼び出した後loginコマンドを実行する
と、SSO ログインが成功したことを確認するためのブラウザウィンドウが開きます。

また、複数の接続 (p. 12)利用可能なので、それらの切り替え (p. 14)。

接続後、AWS Toolkit for JetBrains は、デフォルトの AWS リージョンを自動的に選択します。他のインス
タンスで異なる AWS リソースで作業するには、接続を切り替える (p. 18)。
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上へ (p. 4)

複数の接続を追加する
追加する追加の接続に応じて、最初に次のタスクのいずれかを完了している必要があります。

• 追加のアクセスキー(アクセスキー ID値とシークレットアクセスキー値) または AWS アカウントの root 
ユーザー (推奨事項) のユーザー (これは強く推奨しません) です。ユーザー IAM のアクセスキーがまだ
ない場合は、1 つを作成する。

• [Enabled (有効)]AWS SSO アクセスで、追加ユーザーの AWS アカウントを確認します。

Note

アクセスキーを含む名前付きプロファイルなど、機密性の高い資格情報情報をcredentialsファ
イルを開きます。認証に AWS SSO を使用する名前付きプロファイルなど、機密性の低い設定オ
プションは、通常configファイルを開きます。
すべての名前付きプロファイルを 1 つのファイルに保管することもできます。両方の使用してい
るcredentialsおよびconfigfile,credentialsIDE でデフォルトで開いていない場合。
同じ名前を共有するプロファイルの両方のファイルに認証情報がある場合、credentialsファイ
ルが優先されます 詳細については、「」を参照してください。設定ファイルと認証情報ファイル
の設定()AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド。

1. まだ接続していない場合は、初めての接続を行います (p. 8)。
2. 認証情報ファイルの編集を開始するには、以下のいずれかの操作を行います。

• ステータスバーで、[AWS 接続の設定を選択してから、[] を選択します。すべての認証情報,AWS 認
証情報ファイルの編集。

• AWS Explorer でを使用する (p. 19)] にまだ開いていない場合は、[[Show Optメニュー(設定アイ
コン) をクリックします。選択AWS 接続の設定,すべての認証情報,AWS 認証情報ファイルの編集。
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3. ファイルに、追加の接続ごとに名前付きプロファイルを追加します。プロファイル名には、大文字の
みを使用できます AスルーZの場合、小文字aスルーzの場合、数字0スルー9、ハイフン文字 (-)、アン
ダースコア (_). プロファイル名は 64 文字未満にする必要があります。

Profile with access keys

たとえば、myuser という名前のプロファイルでは、次の形式を使用します。

[myuser]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

Note

AWS Toolkit for JetBrains では、現在、次の文字のみを持つ名前付きプロファイルをサ
ポートしています。A-Z,a-z,0-9、下線 (_)、ハイフン (-).
現在、ツールキットでは次の設定変数のみがサポートされています。

• aws_access_key_id

• aws_secret_access_key

• aws_session_token

• credential_process

• mfa_serial

• role_arn

• source_profile

詳細については、「」を参照してください。AWS CLI 設定変数()AWS CLI コマンドリ
ファレンス。
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Profile with AWS SSO

AWS SSO では、シングルサインオンを使用して特定のアカウントの認証方法を定義する名前付
きプロファイルを追加することで、複数の接続を有効にできます。追加した各名前付きプロファ
イルをcredentialsファイルには一意の名前があり、アカウント固有の値を SSO キーに割り当
てます。これを次の例で示します。

... Other file contents omitted for brevity ...

[profile user2]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2

... Other file contents omitted for brevity ...

AWS SSO キーと値のペアの詳細については、defining named profiles for SSO。
4. ファイルを保存してから閉じます。JetBrains 用 AWS ツールキットは、AWS 接続の設定メニューと

ステータスバーの両方でAWS Explorer でを使用する。

これで、複数の接続が可能になったので、接続を切り替える (p. 14)ことができます。

接続後、場合によっては、操作するスイッチ接続 (p. 18)。

上へ (p. 4)

接続を切り替える
1. まだ追加していない場合は、複数の接続を追加 (p. 12)します。
2. 次のいずれかを行ってください。

• ステータスバーで、[AWS 接続の設定。
• AWS Explorer でを使用する (p. 19)] にまだ開いていない場合は、[AWS 接続の設定。

3. 新しい接続に使用する名前付きプロファイル を選択します。リストされていない場合は、[すべての認
証情報] を選択してから、[] を選択します。名前付きプロファイルを使用します。

AWS Toolkit for JetBrains 向けに新しい接続。この接続はAWS 接続の設定メニューとステータスバー
の両方でAWS Explorer でを使用する。

接続後、場合によっては、異なる AWS リージョンにあるアカウント内の AWS リソースの使用に切り替
える (p. 18)。

上へ (p. 4)

接続設定の変更
1. 次のいずれかを行ってください。
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• ステータスバーで、[AWS 接続の設定,すべての認証情報,AWS 認証情報ファイルの編集。

• AWS Explorer でを使用する (p. 19)] にまだ開いていない場合は、[[Show Optメニュー(設定アイ
コン) をクリックします。次に [] を選択します。AWS 接続の設定,すべての認証情報,AWS 認証情報
ファイルの編集。

2. ファイルに変更を加え、ファイルを保存して閉じます。

上へ (p. 4)

接続を削除
1. 次のいずれかを行ってください。

• ステータスバーで、[AWS 接続の設定,すべての認証情報,AWS 認証情報ファイルの編集。

• AWS Explorer でを使用する (p. 19)] にまだ開いていない場合は、[[Show Optメニュー(設定アイ
コン) をクリックします。次に [] を選択します。AWS 接続の設定,すべての認証情報,AWS 認証情報
ファイルの編集。
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2. ファイル内で、名前付きプロファイル（アクセスキーまたは AWS SSO キーと値のペアを指定）を選
択します。

3. ファイルを保存してから閉じます。JetBrains 用 AWS ツールキットは、削除された接続をAWS 接続
の設定メニューとステータスバーの両方でAWS Explorer でを使用する。

接続を削除した後、別の接続に切り替える (p. 14)か初めて接続する (p. 8)必要がある場合がありま
す。

上へ (p. 4)

現在の接続を取得する
AWS Toolkit for JetBrains が現在使用している接続を確認するには、次のいずれかの操作を行います。

• ステータスバーで、現在の接続がAWS 接続の設定エリア。

• AWS Explorer でを使用する (p. 19)] まだ開いていない場合は、[[Show Optメニュー(設定アイコン) を
クリックします。選択AWS 接続の設定。現在の接続が選択されています。
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また、複数の接続 (p. 12)利用可能なので、それらの切り替え (p. 14)。

上へ (p. 4)

AWS リージョン現在の AWS リージョンを取得す
る

AWS Toolkit for JetBrains が現在使用している AWS リージョンを確認するには、次のいずれかの操作を行
います。

• ステータスバーで、[リージョン] が表示されていることを確認します。AWS 接続の設定エリア。

• AWS Explorer でを使用する (p. 19)] にまだ開いていない場合は、[[Show Optメニュー(設定アイコン) 
をクリックします。選択AWS 接続の設定。現在のリージョンが選択されます。

また、別の AWS リージョンに切り替えるには (p. 18)。

上へ (p. 4)
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AWS リージョン間の切り替え
AWS リージョンを切り替えるには、次のいずれかを実行します。

• ステータスバーで、[AWS 接続の設定[] をクリックし、切り替え先の AWS リージョンを選択します。

• AWS Explorer でを使用する (p. 19)(まだ開いていない場合)。選択[Show Optメニュー(設定アイコン) 
を選択し、[AWS 接続の設定。切り替え先の AWS リージョンが表示されている場合は、そのリージョ
ンを選択します。それ以外の場合は、[すべてのリージョン] を選択し、切り替え先のリージョンを選択
します。
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AWS Toolkit for JetBrains は新しいリージョンの使用に切り替わります。これで、リージョンがAWS 接続
の設定メニューとステータスバーの両方でAWS Explorer でを使用する。

上へ (p. 4)

AWS Toolkit for JetBrains で AWS Explorer を開き
ます

この手順を完了するには、最初に必要があります。AWS Toolkit をインストールする (p. 4)。次
に、IntelliJ IDEA、PyCharm、WebStorm、またはJetBrains Riderがすでに実行されている状態で、次のい
ずれかの操作を行います。

• ツールウィンドウバーで、[] を選択します。AWS Explorer でを使用する。

• リポジトリの []表示メニューで、ツールウィンドウ,AWS Explorer でを使用する。

開いた後AWS Explorer でを使用するを初めて使用するには、それを使用します。AWS アカウントに接続
する (p. 8)。その後、次のようにAWS Explorer でを使用すると連携するAWS Lambda (p. 27)関数
とAWS CloudFormation (p. 34)アカウントにスタック。

上へ (p. 4)
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AWS サーバーレスアプリケーションの使用
あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)し、それを使用してAWS アカウント
に接続する (p. 8)ツールキットを使用して、アカウント内の AWS サーバーレスアプリケーションを操
作できます。

• サーバーレスアプリケーションを作成する (p. 20)
• サーバーレスアプリケーションをデプロイする (p. 24)
• サーバーレスアプリケーションの設定を更新する (p. 25)
• サーバーレスアプリケーションを削除する (p. 27)

上へ (p. 4)

サーバーレスアプリケーションを作成する
この手順を完了するには、最初に必要があります。AWS Toolkit for JetBrains をインストールす
る (p. 4)まだない場合は、「」を参照してください。AWS アカウントに接続する (p. 8)。

1. IntelliJ IDEA、PyCharm、WebStorm、またはJetBrains Riderがすでに実行されている状態で、次のい
ずれかの操作を行います。

• IntelliJ IDEAまたはWebStormの場合は、ファイル,新規,プロジェクト。
• PyCharm の場合は、ファイル,新しいプロジェクト。
• JetBrains ライダーについては、ファイル,新規で、新しいソリューションを作成します。または、

[Explorer] ツールウィンドウで既存のソリューションを右クリックし、[追加]、[New Project (新しい
プロジェクト)] の順に選択します。

2. IntelliJ IDEA の場合は、AWS,AWS サーバーレスアプリケーションを選択してから、[] を選択しま
す。次。

PyCharm の場合は、AWS サーバーレスアプリケーション。

20



JetBrains の AWS Toolkit ユーザーガイド
サーバーレスアプリケーションを作成する

WebStorm の場合は、AWS サーバーレスアプリケーション。

JetBrains ライダーについては、AWS サーバーレスアプリケーション。
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3. を完了します。[新規プロジェクト] ダイアログボックス (または [新規ソリューション] ダイアログボッ
クスJetBrains ライダー) (p. 116)を選択してから、[] を選択します。完了（IntelliJ IDEA用）または作
成（PyCharm、ウェブストーム、JetBrains ライダー用）。AWS Toolkit for JetBrains は、プロジェク
トを作成し、サーバーレスアプリケーションのコードファイルを新しいプロジェクトに追加します。

4. IntelliJ IDEAを使用している場合は、プロジェクトツールウィンドウがすでに開かれていて、サーバー
レスアプリケーションのファイルを含むプロジェクトが表示されている状態で、次のいずれかの操作
を行います。

• Maven ベースのプロジェクトの場合、プロジェクトの pom.xml ファイルを右クリックし、[Add as 
Maven Project (Maven プロジェクトとして追加)] を選択します。
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• Gradle ベースのプロジェクトの場合は、プロジェクトの build.gradle ファイルを右クリック
し、[Import Gradle project (Gradle プロジェクトのインポート)] を選択します。
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[Import Module from Gradle (Gradle からモジュールをインポート)] ダイアログボックスに入力し、
[OK] を選択します。

サーバーレスアプリケーションを作成した後で、次の操作を実行できます。AWS Lambda 関数のローカル
バージョンを実行 (呼び出し) またはデバッグ (p. 29)そのアプリケーションに含まれている。

サーバーレスアプリケーションをデプロイ (p. 24)することもできます。デプロイ後は、Lambda 関数の
リモートバージョンを実行する (呼び出す) (p. 30)そのデプロイされたアプリケーションの一部です。

上へ (p. 4)

サーバーレスアプリケーションをデプロイする
この手順を使用して AWS サーバーレスアプリケーションをデプロイする前に、まずAWS サーバーレスア
プリケーションを作成する (p. 20)。次に、以下の手順に従います。

Note

AWS Lambda 関数を含むサーバーレスアプリケーションをデプロイし、デフォルト以外の
プロパティまたはオプションのプロパティを使用してその関数をデプロイするには、最初に
その関数の対応する AWS Serverless Application Model (AWS SAM) テンプレートファイル 
(template.yamlプロジェクト内）。使用可能なプロパティのリストについては、「」を参照し
てください。AWS::Serverless::Function()awslabs/サーバーレスアプリケーションモデルGitHub 
のリポジトリ

1. 必要な作業別の AWS リージョンに切り替えるには (p. 18)サーバーレスアプリケーションをデプロ
イするには、ここで行います。
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2. [プロジェクト] ツールウィンドウがすでに開かれていて、サーバーレスアプリケーションのファイル
を含むプロジェクトが表示されている状態で、プロジェクトの template.yaml ファイルを右クリッ
クします。次に、[サーバーレスアプリケーションのデプロイ] を選択します。

3. [Deploy Serverless Application (サーバーレスアプリケーションのデプロイ) (p. 114)] ダイアログボッ
クスに入力し、[デプロイ] を選択します。

JetBrains 用 AWS ツールキットは、デプロイに対応する AWS CloudFormation スタックを作成しま
す。また、スタックの名前をCloudFormationのリストAWS Explorer でを使用する。デプロイが失敗
した場合は、スタックのイベントログを表示する (p. 35)。

デプロイ後は、AWS Lambda 関数のリモートバージョンを実行する (呼び出す) (p. 30)そのデプロイさ
れたアプリケーションの一部です。

上へ (p. 4)

サーバーレスアプリケーションの設定を更新する
この手順を使用してサーバーレスアプリケーションの設定を変更する前に、まずAWS サーバーレスアプリ
ケーションをデプロイ (p. 24)変更したい。次に、以下の手順に従います。
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Note

AWS Lambda 関数を含むサーバーレスアプリケーションをデプロイし、デフォルト以外のプロパ
ティまたはオプションのプロパティを使用してその関数をデプロイするには、最初にその関数の
対応する AWS SAM テンプレートファイル (template.yamlプロジェクト内）。使用可能なプロ
パティのリストについては、「」を参照してください。AWS::Serverless::Function()awslabs/サー
バーレスアプリケーションモデルGitHub のリポジトリ

1. [プロジェクト] ツールウィンドウがすでに開かれていて、サーバーレスアプリケーションのファイル
を含むプロジェクトが表示されている状態で、プロジェクトの template.yaml ファイルを開きま
す。ファイルの内容を変更して新しい設定を反映し、ファイルを保存して閉じます。

2. 必要な作業別の AWS リージョンに切り替えるには (p. 18)サーバーレスアプリケーションをデプロ
イするには、ここで行います。

3. プロジェクトの template.yaml ファイルを右クリックし、[Deploy Serverless Application (サーバー
レスアプリケーションのデプロイ)] を選択します。

4. [Deploy Serverless Application (サーバーレスアプリケーションのデプロイ) (p. 114)] ダイアログボッ
クスに入力し、[デプロイ] を選択します。AWS Toolkit for JetBrains は、デプロイに対応する AWS 
CloudFormation スタックを更新します。

デプロイが失敗した場合は、スタックのイベントログを表示する (p. 35)。

上へ (p. 4)
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サーバーレスアプリケーションを削除する
この手順を使用してサーバーレスアプリケーションを削除する前に、まずAWS サーバーレスアプリケー
ションをデプロイ (p. 24)削除したい。次に、以下の手順に従います。

1. AWS Explorer でを使用する (p. 19)(まだ開いていない場合)。必要な作業別の AWS リージョンに切
り替えるには (p. 18)サーバーレスアプリケーションを含むサーバーレスアプリケーションがある場
合は、ここで行います。

2. [CloudFormation] を展開します。
3. 削除するサーバーレスアプリケーションを含む AWS CloudFormation スタックの名前を右クリック

し、[CloudFormation スタックの削除。

4. スタック名を入力して削除を確認し、[OK] を選択します。スタックの削除が成功すると、JetBrains 
用 AWS Toolkit はスタック名をCloudFormationのリストAWS Explorer でを使用する。スタックの削
除が失敗した場合は、スタックのイベントログを表示する (p. 35)。

上へ (p. 4)

AWS Lambda 関数の使用
あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)し、ツールキットを使用してAWS ア
カウントに接続する (p. 8)ツールキットを使用して、次のようにアカウント内の Lambda 関数を操作
できます。

• 関数の作成 (p. 28)
• 関数のローカルバージョンの実行 (呼び出し) またはデバッグ (p. 29)
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• 関数のリモートバージョンを実行する (呼び出す) (p. 30)
• 関数の設定の更新 (p. 31)
• 関数を削除する (p. 33)

上へ (p. 4)

関数の作成
AWS Toolkit for JetBrains を使用して、AWS サーバーレスアプリケーションの一部 (p. 28)Lambda 関
数を作成することも、Lambda 関数を作成することもできます。それ自体 (p. 28)。

Lambda 関数を含むサーバーレスアプリケーションの作成
このトピックで前述した手順については、AWS サーバーレスアプリケーションの作成 (p. 20)。

上へ (p. 4)

スタンドアロン関数の作成
この手順を完了するには、最初にする必要があります。をインストールするには (p. 4)AWS Toolkit for 
JetBrains および (まだない場合は)AWS アカウントに接続する (p. 8)。

次に、IntelliJ IDEA、PyCharm、WebStorm、またはJetBrains Riderがすでに実行されている状態で、次の
いずれかの操作を行います。

• AWS Explorer でを使用する (p. 19)(まだ開いていない場合)。必要な作業別の AWS リージョンに切り
替えるには (p. 18)関数を作成するには、ここで行います。右クリックします。Lambdaを選択し、新
しい AWS Lambda の作成。

[関数の作成 (p. 113)] ダイアログボックスに入力し、[関数の作成] を選択します。JetBrains 用 
AWS ツールキットは、デプロイメントに対応する AWS CloudFormation スタックを作成し、関数名
をLambdaのリストAWS Explorer でを使用する。デプロイが失敗した場合は、スタックのイベントログ
を表示する (p. 35)。

• Java、Python、Node.js、または C# の関数ハンドラを実装するコードファイルを作成します。

場合必要～別の AWS リージョンに切り替えるには (p. 18)を使用して実行（呼び出される）リモー
ト関数を作成するには、今すぐそれを行います。次に、コードファイルでLambda] アイコンをクリック
し、[Function ハンドラの横にあるガーターで新しい AWS Lambda の作成。[関数の作成 (p. 113)] ダイ
アログボックスに入力し、[関数の作成] を選択します。

Note

そのファイルにLambdaアイコンが関数ハンドラの横にあるガターに表示されない場合は、設
定/Preferences (設定): ツール,AWS,Project Settings,すべての AWS Lambda ハンドラのガター
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実行 (呼び出し) またはデバッグ

アイコンを表示する。また、関数ハンドラが対応する AWS SAM テンプレートですでに定義さ
れている場合、AWS Lambda の新しい作成コマンドは表示されません。

あなたが選択した後関数の作成AWS Toolkit for JetBrains では、接続された AWS アカウントに対応する
関数が Lambda サービス内に作成されます。操作が成功した場合、AWS Explorer でを使用するとする
と、Lambdaリストには、新しい関数の名前が表示されます。

• AWS Lambda 関数を含むプロジェクトをすでに持っていて、最初に別の AWS リージョンに切り替え
るには (p. 18)関数を作成するには、ここで行います。次に、関数ハンドラを含むコードファイル
でJava,Python,Node.js, またはC#] で、Lambda関数ハンドラの横にあるガターにあるアイコンをタップ
します。選択AWS Lambda の新しい作成を完了します。関数の作成 (p. 113)] ダイアログボックスを開
き、[] を選択します。関数の作成。

Note

そのファイルにLambdaアイコンが関数ハンドラの横にあるガターに表示されない場合は、設
定/Preferences (設定): ツール,AWS,Project Settings,すべての AWS Lambda ハンドラのガター
アイコンを表示する。また、AWS Lambda の新しい作成コマンドは、関数ハンドラが対応する 
AWS SAM テンプレートですでに定義されている場合、表示されません。

あなたが選択した後関数の作成AWS Toolkit for JetBrains では、接続された AWS アカウントに対応する
関数が Lambda サービス内に作成されます。操作が成功した場合、AWS Explorer でを使用するで、新
しい関数の名前がLambdaリスト.

関数を作成すると、関数のローカルバージョンを実行 (呼び出し) またはデバッグしたり (p. 29)、リ
モートバージョンを実行 (呼び出し) したりすることができます (p. 30)。

上へ (p. 4)

関数のローカルバージョンの実行 (呼び出し) またはデ
バッグ
AローカルのバージョンAWS Lambda、ソースコードがローカル開発コンピュータにすでに存在する関数
です。

この手順を完了するには、最初にする必要があります。AWS Lambda 関数の作成 (p. 28)実行 (呼び出
し) またはデバッグする。まだ作成していない場合。

Note

Lambda 関数のローカルバージョンを実行 (呼び出し) またはデバッグし、デフォルト以外
のプロパティまたはオプションのプロパティを使用してその関数をローカルで実行 (呼び出
し) またはデバッグするには、最初にその関数の対応する AWS SAM テンプレートファイル 
(template.yamlプロジェクト内）。使用可能なプロパティのリストについては、「」を参照し
てください。AWS::Serverless::Function()awslabs/サーバーレスアプリケーションモデルGitHub 
のリポジトリ。

1. 次のいずれかを行ってください。
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• の関数ハンドラを含むコードファイルでJava,Python,Node.js, またはC#で、関数ハンドラの横にあ
るガーターで Lambda アイコンを選択します。[Run '[Local]' (「[ローカル]」の実行)] または [Debug 
'[Local]' (「[ローカル]」のデバッグ)] を選択します。

• [プロジェクト] ツールウィンドウがすでに開かれていて、関数を含むプロジェクトが表示されて
いる状態で、プロジェクトの template.yaml ファイルを開きます。関数のリソース定義の横に
あるガーターで [実行] アイコンを選択し、[Run '[Local]' (「[ローカル]」の実行)] または [Debug 
'[Local]' (「[ローカル]」のデバッグ)] を選択します。

2. を完了します。構成の編集 (ローカル機能設定) (p. 119)ダイアログボックスに入力し、[Runまたはデ
バッグ。結果は、[実行] または [デバッグ] ツールウィンドウに表示されます。

• そのファイルに設定を編集するダイアログボックスが表示されず、既存の設定を変更する場合は、
まず設定を変更する (p. 31)この手順を最初から繰り返します。

• 設定の詳細が見つからない場合は、テンプレート,AWS Lambdaを選択してから、[] を選択しま
す。ローカル。選択OKこの手順を最初から繰り返します。

上へ (p. 4)

関数のリモートバージョンを実行する (呼び出す)
Aリモートのバージョンは、AWS アカウントの Lambda サービス内にソースコードが既に存在する関数で
す。

この手順を完了するには、最初にする必要があります。AWS Toolkit for JetBrains をインストー
ルする (p. 4)まだまだない場合は、AWS アカウントに接続する (p. 8)。次に、IntelliJ 
IDEAR、PyCharm、WebStorm、またはJetBrainsライダーを実行している状態で、次の操作を行います。

1. AWS Explorer でを使用する (p. 19)(まだ開いていない場合)。必要な作業別の AWS リージョンに切
り替えるには (p. 18)関数を含む場合は、ここで行います。

2. 拡張Lambda[] をクリックし、関数の名前が表示されていることを確認します。次に、この手順のス
テップ 3 にスキップします。

関数の名前がリストされていない場合は、関数の名前が表示されていない場合は、Lambda 関数の作
成 (p. 28)を実行します (呼び出し)。
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関数をAWS サーバーレスアプリケーションの一部 (p. 28)をインストールするには、そのアプリ
ケーションのデプロイ (p. 24)。

関数ハンドラを実装するコードファイルを作成して、関数を作成した場合、Java,Python,Node.js, ま
たはC#をクリックし、コードファイルで、関数ハンドラの横にある Lambda アイコンを選択します。
次に [] を選択します。AWS Lambda の新しい作成。[関数の作成 (p. 113)] ダイアログボックスに入
力し、[関数の作成] を選択します。

3. とLambdaで開くAWS Explorer でを使用する[]、関数の名前を右クリックし、['[リモート]' を実行。

4. を完了します。設定の編集 (リモート機能設定) (p. 125)ダイアログボックスに入力し、[Runまたはデ
バッグ。結果は、[実行] または [デバッグ] ツールウィンドウに表示されます。

• そのファイルに設定を編集するダイアログボックスが表示されず、既存の設定を変更する場合は、
まず設定を変更する (p. 31)この手順を最初から繰り返します。

• 設定の詳細が見つからない場合は、テンプレート,AWS Lambdaを選択してから、[] を選択しま
す。ローカル。選択OKこの手順を最初から繰り返します。

上へ (p. 4)

関数の設定の更新
次のいずれかを行ってください。

• Java、Python、Node.js、または C# の関数ハンドラを含むコードファイルを開いた状態で、メイ
ンメニューで、[実行]、[設定の編集] を選択します。[Run/Debug Configurations (実行/デバッグ設
定) (p. 119)] ダイアログボックスに入力し、[OK] を選択します。

• AWS Explorer でを使用する (p. 19)(まだ開いていない場合)。必要な作業別の AWS リージョンに切り
替えるには (p. 18)関数を含む場合は、ここで行います。拡張Lambda次に、設定を変更する関数の名
前を選択し、次のいずれかの操作を行います。
• タイムアウト、メモリ、環境変数、実行ロールなどの設定を変更します。関数の名前を右クリック

し、[関数設定を更新。
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[Update Configuration (設定の更新) (p. 132)] ダイアログボックスに入力し、[更新] を選択します。
• 入力ペイロードなどの設定を変更する— メインメニューで、[] を選択します。Run,設定を編集する。

[Run/Debug Configurations (実行/デバッグ設定) (p. 119)] ダイアログボックスに入力し、[OK] を選
択します。

設定の詳細が見つからない場合は、最初にテンプレート,AWS Lambdaを選択してから、[] を選択し
ます。ローカル(関数のローカルバージョンの場合) またはリモート（同じ機能のリモートバージョン
用）。[OK] を選択し、この手順を最初から繰り返します)。
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• 関数ハンドラ名や Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ソースバケットなどの設定を変更す
る— 関数名を右クリックし、[] メニューから関数コードを更新。

[Update Code (コードの更新) (p. 131)] ダイアログボックスに入力し、[更新] を選択します。
• 上記の箇条書きに記載されていないその他の使用可能なプロパティ設定を変更する— 関数の対応する 

AWS SAM テンプレートファイル (たとえば、template.yamlプロジェクト内）。

使用可能なプロパティの設定のリストについては、」AWS::Serverless::Function()awslabs/サーバーレ
スアプリケーションモデルGitHub のリポジトリ。

上へ (p. 4)

関数を削除する
AWS Toolkit for JetBrains を使用して、AWS Lambda 関数を削除できます。AWS サーバーレスアプリ
ケーションの一部 (p. 33)。または、スタンドアロンLambda 関数 (p. 33)。

関数を含むサーバーレスアプリケーションを削除する
このトピックで前述した、サーバーレスアプリケーションを削除 (p. 27)する手順を参照してください。

上へ (p. 4)

スタンドアロン関数の削除
1. AWS Explorer でを使用する (p. 19)(まだ開いていない場合)。必要な作業別の AWS リージョンに切

り替えるには (p. 18)関数を含む場合は、ここで行います。
2. 拡張Lambda。
3. 削除する関数の名前を右クリックし、[Delete Function (関数の削除)] を選択します。
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4. 関数名を入力して削除を確認し、[OK] を選択します。関数の削除が成功すると、AWS Toolkit for 
JetBrains は、関数の削除に成功すると、Lambdaリスト.

上へ (p. 4)

AWS CloudFormation スタックの使用
あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)し、ツールキットを使用してAWS ア
カウントに接続する (p. 8)ツールキットを使用して、アカウント内の AWS CloudFormation スタック
を操作できます。

• スタックのイベントログを表示する (p. 35)
• スタックを削除する (p. 36)

現時点では、AWS Toolkit for JetBrains を使用して、直接スタックの作成 (p. 34)またはスタック設定
を変更する (p. 34)。ただし、これらのタスクは、AWS サーバーレスアプリケーションおよび AWS 
Lambda 関数の操作の一部として間接的に実行できます。

上へ (p. 4)

Stack を作成する
現時点では、AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS CloudFormation スタックを直接作成する
ことはできません。ただし、ツールキットを使用してAWS サーバーレスアプリケーションをデプロ
イ (p. 24)またはAWS Lambda 関数の作成とデプロイ (p. 28)ツールキットは AWS CloudFormation 
で対応するスタックを作成してから、ツールキットは AWS CloudFormation で対応するスタックを作成し
てから、デプロイに使用します。

上へ (p. 4)

スタック設定の変更
現時点では、AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS CloudFormation スタックの設定を直接変更する
ことはできません。ただし、AWS サーバーレスアプリケーションの設定を更新する (p. 25)、スタック
に属しているAWS Lambda 関数の設定を更新する (p. 31)スタックに属します。その後サーバーレスア
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プリケーションをデプロイする (p. 24)をもう一度実行するか、その関数をデプロイします。その関数の
リモートバージョンを実行する (呼び出す) (p. 30)再度。

上へ (p. 4)

スタックのイベントログを表示する
1. AWS Explorer でを使用する (p. 19)(まだ開いていない場合)。スタックが現在のリージョンとは異

なる AWS リージョンにある場合は、別の AWS リージョンに切り替えるには (p. 18)を含むもので
す。

2. [CloudFormation] を展開します。
3. スタックのイベントログを表示するには、スタックの名前を右クリックします。AWS Toolkit for 

JetBrains は、イベントログをCloudFormationツールウィンドウを開きます。

[CloudFormation] ツールウィンドウの表示/非表示を切り替えるには、メインメニューで [表示]、[ツー
ルウィンドウ]、[CloudFormation] の順に選択します。
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上へ (p. 4)

スタックの削除
1. AWS Explorer でを使用する (p. 19)(まだ開いていない場合)。必要な作業別の AWS リージョンに切

り替えるには (p. 18)スタックを含む、ここで行います。
2. [CloudFormation] を展開します。
3. 削除するスタックの名前を右クリックし、[Delete CloudFormation Stack (CloudFormation スタックの

削除)] を選択します。

4. スタックの名前を入力してそれが削除されたことを確認し、[OK] を選択します。スタックの削除が
成功すると、JetBrains 用 AWS Toolkit はスタック名をCloudFormationのリストAWS Explorer でを使
用する。スタックの削除が失敗した場合は、スタックのイベントログを表示 (p. 35)してトラブル
シューティングできます。

上へ (p. 4)

Amazon CloudWatch Logs を操作する
あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)し、ツールキットを使用してAWS ア
カウントに接続する (p. 8)ツールキットを使用して、次のようにアカウント内の Amazon CloudWatch 
Logs を操作できます。

• CloudWatch ロググループとログストリームの表示 (p. 65)
• CloudWatch Logs イベントの操作 (p. 66)
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上へ (p. 4)

Amazon ECS クラスターの操作
あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)し、ツールキットを使用してAWS ア
カウントに接続する (p. 8)ツールキットを使用して、次のようにアカウント内の Amazon ECS クラス
ターを操作できます。

クラスター内のデバッグコード
完了したらの前提条件 (p. 71)で、以下の操作を実行します。

1. AWS Explorer でを使用する (p. 19)(まだ開いていない場合)。そのファイルにAmazon ECS クラス
ター (p. 73)が現在のリージョンとは異なる AWS リージョンにある場合は、別の AWS リージョン
に切り替えるには (p. 18)を含むものです。

2. [ECS]、[クラスター] の順に展開します。
3. Amazon ECS クラスターを展開し、サービスを右クリックして、クラウドデバッグの有効化。たとえ

ば、次のスクリーンショットでは、クラスターは [java] という名前で、サービスは、[java-service] と
いう名前です。

4. プロンプトが表示されたら、[] を選択します。Amazon ECS タスクロール (p. 73)を選択してか
ら、[] を選択します。OK。

ステータスバーに、[Configuring Cloud Debugging resource (Cloud Debugging リソースの設定)] とい
うメッセージが表示されます。まで待ちます出力をビルドするタブの使用の詳細については、をビル
ドするツールウィンドウに、構成が正常に完了したことを示すメッセージが表示されます。(関連する
ポップアップも右下隅に表示されます)。これには数分間かかります。

Note

AWS アカウントで初めてコードのデバッグを有効にすると、JetBrains 用 AWS ツールキッ
トによってアカウントに Amazon S3 バケットが作成されます。バケット名は do-not-
delete-cloud-debug-Region-ID-account-ID の形式に従います。JetBrains Toolkit は
このバケットに情報を保存し、コードのデバッグを有効にします。このバケットを削除した
り、その内容を変更しないでください。 そうすると、コードのデバッグが機能しなくなっ
たり、予期しない結果が生じることがあります。このバケットを誤って削除または変更す
ると、JetBrains Toolkit はバケットの再作成を試みます。また、JetBrains ツールキットで
バケットを再作成するように強制するには、クラウドデバッグの有効化をもう一度実行する
か、クラウドデバッグの無効化この手順の後半で説明する。

5. デバッグするコードが表示された状態で、AWS Explorer でを使用するを拡張します。ECSを拡張し
ます。クラスター[] をクリックし、クラスターを展開します。デバッグアイコンが横にあるサービス
が表示されます。これは、そのサービスがクラウドデバッグに対して有効になっていることを示しま
す。デバッグアイコンが表示されたサービスを右クリックし、[デバッグ] を選択します。
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6. [設定の編集] (p. 127) ダイアログボックスに入力し、[デバッグ] を選択します。
Note

この設定を後で変更するには、メニューバーで [実行]、[設定の編集] の順に選択します。次
に、Amazon ECS サービスクラウドのデバッグ[] を選択し、サービスの名前を選択します。

7. IDE の組み込みデバッグツールを使用して、通常どおりにコードをデバッグします。
8. コードを変更した場合は、デバッグを再度開始できます。左AWS Explorer でを使用するを拡張しま

す。ECSを拡張します。クラスター[] をクリックし、クラスターを展開します。デバッグアイコンが
横にあるサービスを右クリックし、[デバッグ] を選択します。

9. 関連する Dockerfile に変更を加えた場合は、Docker イメージを再構築して再公開し、この手順を
最初から繰り返す必要があります。

10. デバッグを無効にするには、AWS Explorer でを使用するを拡張します。ECSを拡張します。クラス
ター[] をクリックし、クラスターを展開します。デバッグアイコンが横にあるサービスを右クリック
し、[Disable Cloud Debugging (Cloud Debugging を無効にする)] を選択します。デバッグが無効に
なっていることを確認するポップアップが表示されます。

上へ (p. 4)

Amazon EventBridge スキーマの使用
「Amazon EventBridge スキーマの使用 (p. 77)」を参照してください。

上へ (p. 4)

Amazon S3 バケットおよびオブジェクトの使用
あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)し、ツールキットを使用してAWS ア
カウントに接続する (p. 8)ツールキットを使用して、次のようにアカウント内の Amazon S3 バケット
とオブジェクトを操作できます。

• Amazon S3 バケットの使用 (p. 97)
• Amazon S3 オブジェクトの使用 (p. 98)

上へ (p. 4)

Amazon RDS の使用
あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)し、ツールキットを使用してAWS ア
カウントに接続する (p. 8)ツールキットを使用して、アカウント内の Amazon RDS データベースを操
作できます。
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• Amazon RDS データベースにアクセスするための前提条件の確認 (p. 86)
• Amazon RDS データベースConnect する (p. 87)

上へ (p. 4)

Amazon Redshift での作業
あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)し、ツールキットを使用してAWS ア
カウントに接続する (p. 8)ツールキットを使用して、アカウント内の Amazon Redshift クラスターと
データベースを操作できます。

• Amazon Redshift クラスターおよびデータベースにアクセスするための前提条件の確認 (p. 92)
• Amazon Redshift クラスター内のデータベースConnect する (p. 93)

上へ (p. 4)
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AWS Toolkit for JetBrains
AWS Toolkit for JetBrains を設定するには、以下の手順を実行します。この手順には、AWS Toolkit for 
JetBrains のインストールと更新、AWS アカウントへのツールキットの接続、ツールキットで使用する 
AWS リージョンの設定などが含まれます。

トピック
• AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 40)
• AWS Toolkit for JetBrains を更新する (p. 43)
• AWS Toolkit for JetBrains 用の AWS Toolkit 用の AWS (p. 44)
• JetBrains 用 AWS ツールキットの AWS リージョンの設定 (p. 53)
• AWS Toolkit for JetBrains 用の HTTP プロキシ設定 (p. 55)

AWS Toolkit for JetBrains をインストールする
JetBrains 用 AWS ツールキットのインストールは、2 段階のプロセスです。まず、JetBrains IDE 内で 
AWS サービスとやり取りできるように、AWS アカウントとアクセス許可を設定します。次に、Toolkit を 
IDE プラグインとしてインストールして設定します。

AWS Toolkit for JetBrains を使用するように AWS アカウントの
設定
1. AWS アカウントの作成アカウントをお持ちでない場合は、[] を選択します。
2. AWS Identity and Access Management (IAM) で管理者ユーザーとグループを作成するまだ行っていな

い場合は、アカウントで。

Note

AWS Toolkit for JetBrains が使用するアカウントには、特別なタイプのユーザーおよびグルー
プを作成または使用することを推奨します。このユーザーおよびグループは管理者IAM ユー
ザーおよびグループ あなたはできますが通常の IAM ユーザーとグループを作成するを使用
する場合、このアプローチでは、Toolkit がそのアカウント内のすべての AWS リソースお
よび AWS サーバーレスアプリケーションへのフルアクセスを許可されない場合がありま
す。私たちはサポートしていますが、強く阻止するを使用してAWS アカウントのルートユー
ザーAWS Toolkit for JetBrains をインストールしてください。

3. アクセスキーの作成持っていない場合は、ユーザーのためにアクセスキーをすでにそのユーザーに割
り当てます。

Note

アクセスキーには、アクセスキー ID 値とシークレットアクセスキーの値の両方が含まれま
す。AWS Toolkit for JetBrains は、これらの値の両方を後で使用する必要があります。必ず安
全な場所に保管してください。失くした場合、完全に失われてしまい、取得することはでき
ません。ただし、いつでも紛失したアクセスキーを削除し、代替アクセスキーを作成するこ
とができます。これを実行した場合は、ツールキットの接続設定も変更 (p. 14)する必要があ
ります。私たちはサポートしていますが、強く阻止する,AWS アカウントのルートユーザー
のアクセスキーの作成AWS Toolkit for JetBrains を使用します。
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AWS Toolkit をインストールする

JetBrains 用 AWS ツールキットのインストールと設定
1. 次のことを確認してください。AWS ツールキットでサポートされている JetBrains IDEがインストー

ルされ、実行中である。
2. [設定]/[設定] を開きます。
3. [プラグイン] を選択します。
4. リポジトリの []Marketplace] タブ、[マーケットプレイスでプラグインを検索その後、入力を開始AWS 

Toolkit。メトリックAWS Toolkit by Amazon Web Services による[] が表示されたら、選択します。

5. [Install] を選択します。
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Note

AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS CloudFormation、AWS Lambda、AWS サーバー
レス、および Amazon ECS で使用可能な機能を操作するには、バージョン 1.8 以降をインス
トールする必要があります。

6. [Third-party Plugins Privacy Note (サードパーティープラグインのプライバシーノート)]が表示された
ら、[同意する] を選択します。

7. 選択IDE を再起動するを選択し、プロンプトが表示されたら、[] を選択します。Restart。
8. AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS サーバーレスアプリケーションまたは Lambda 関数の開

発、テスト、分析、および展開を行う前に、次のツールがインストールされていることを確認しま
す。次の順序でツールをインストールします。

1. AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
2. Docker (Docker は、サーバーレスアプリケーションまたは関数を開発、テスト、分析、またはデプ

ロイするとき、常に実行されている必要があります)
3. AWS サーバーレスアプリケーションモデルのコマンドラインインターフェイス (AWS SAM CLI)

9. AWS Toolkit for JetBrains を使用して Amazon ECS クラスター内のコードをデバッグする前に、追加
の手順を完了する必要があります。手順については、「前提条件 (p. 71)」を参照してください。

10. AWS Toolkit for JetBrains をインストールした後 (また、AWS サーバーレスアプリケーショ
ン、Lambda 関数、または Amazon ECS クラスターを操作している場合は、前述のさらに必要なツー
ルを順番にインストールしました)、AWS アカウントに初めて接続する (p. 8)。

AWS Toolkit for JetBrains 早期アクセスプログラム 
(EAP) ビルドのインストール
AWS は、早期アクセスプログラム (EAP) ビルドを介して Toolkit for JetBrains プレビューおよび実験的な
プラグインと機能をリリースすることがあります。
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更新された EAP ビルドは、次のように、利用可能になったときに自動的に取得できます。

1. 次のことを確認してください。AWS ツールキットでサポートされている JetBrains IDE実行中であ
る。

2. [設定]/[設定] を開きます。
3. [プラグイン] を選択します。
4. 選択リポジトリの管理、プロキシの設定、ディスクからのプラグインのインストール(設定アイコン) 

をクリックします。
5. [Manage Plugin Repositories (プラグインリポジトリの管理)] を選択します。
6. [Add (追加)] (+ アイコン) を選択します。
7. AWS Toolkit for JetBrains 用の EAP リポジトリへの次の URL を入力します。https://

plugins.jetbrains.com/plugins/eap/aws.toolkit。 その後、を押しますEnterを選択
し、OK。

8. プロンプトが表示されたら、[IDE を再起動] を選択します。プロンプトが表示されたら、[再起動] を選
択します。

• これで、後で EAP ビルドが利用可能になるたびに、更新[] の横にあるAWS Toolkitのエント
リプラグイン。プロンプトが表示されたら、[IDE を再起動] を選択します。次に [] を選択しま
す。Restart。

9. カスタムリポジトリへのリファレンスを削除するには、Preferences (設定)] ダイアログボックスで、
[プラグイン。次に [] を選択します。リポジトリの管理、プロキシの設定、ディスクからのプラグイン
のインストール（設定アイコン）、プラグインリポジトリの管理。カスタムリポジトリの URL を選択
し、[削除] ([- アイコン]) を選択します。次に、[OK] を選択します。

AWS Toolkit for JetBrains を更新する
あなたの後AWS Toolkit for JetBrains をインストールする (p. 4)をインストールするには、ツールキットの
アップデートをいつでも確認し、インストールできます。

そのためには、AWS ツールキットでサポートされている JetBrains IDEがすでに実行されていることを確
認するには、次の操作を行います。

1. [設定]/[設定] を開きます。
2. [更新] を選択します。(更新が表示されない場合は、[Check new updates (新しい更新の確認)] を選択

する必要がある場合があります)。
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3. AWS Toolkit for 画面に表示される指示に従って、JetBrain を更新を完了します。
4. JetBrains IDE を再起動します。

AWS Toolkit for JetBrains 用の AWS Toolkit 用の 
AWS

JetBrains 用 AWS ツールキットを使用して AWS アカウントにアクセスするには、まずツールキットをそ
のアカウントに接続する必要があります。アカウントに接続するには、次の 2 つのオプションがありま
す。

• アクセスキーを追加して、アカウントの AWS 認証情報を指定します。
• AWS Single Sign-On を使用してログインするアカウントの名前付きプロファイルを追加します（AWS 

SSO).

初期接続の作成、接続の切り替え、接続の変更、接続の削除などを行うには、次の手順を実行します。

トピック
• 認証情報ファイルにアクセスする (p. 45)
• 現在の接続の取得 (p. 48)
• 複数の接続を追加する (p. 49)
• 接続を切り替える (p. 51)
• 接続設定の変更 (p. 51)
• 接続を削除する (p. 52)
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認証情報ファイルにアクセスする
すでに持っているはずですAWS Toolkit for JetBrains をインストールしました (p. 4)。接続オプションに応
じて、次の前提条件をすでに満たしている必要があります。

• AWS セキュリティ認証情報 —アクセスキー(アクセスキー ID値とシークレットアクセスキー値)、また
は AWS アカウントのルートユーザー (これは強く推奨しません)。IAM にユーザーのアクセスキーがな
い場合は、作成する。

• AWS SSO — AWS SSO の有効化、ID ソースの管理、AWS アカウントへの SSO アクセスの割り当て
により、シングルサインオンを設定します。このプロセスの詳細については、」開始方法の章でを使用
するAWS Single Sign-On ユーザーガイド。

Note

アクセスキーを含む名前付きプロファイルなど、機密性の高い資格情報情報をcredentialsファ
イルを開きます。認証に AWS SSO を使用する名前付きプロファイルなど、機密性の低い設定オ
プションは、通常configファイルを開きます。
すべての名前付きプロファイルを 1 つのファイルに保管することもできます。両方を使用してい
るcredentialsおよびconfigfile,credentialsIDE でデフォルトで開かれます。
同じ名前を共有するプロファイルの両方のファイルに認証情報がある場合、credentialsファイ
ルが優先されます。詳細については、「」を参照してください。設定ファイルと認証情報ファイ
ルの設定()AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド。

• 認証情報を編集するために開くには、以下のいずれかを行います。

• ステータスバーで、[AWS: 認証情報が選択されていません[] を選択してから、[AWS 認証情報ファ
イルの編集。

• AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。選択AWS Connection の設定[] を選択してか
ら、[AWS 認証情報ファイルの編集。
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認証情報ファイルを開いたら、それを編集して、アクセスキーまたは AWS SSO を使用して AWS アカウ
ントへのアクセスを指定できます。

Connect with access keys

1. ファイルの、[default] で aws_access_key_id をアクセスキー ID 値 
(AKIAIOSFODNN7EXAMPLE など) で [accessKey1] に置き換えます。

プロンプトが表示されたら、[] を選択します。とにかくこのファイルを編集したい[] を選択して
から、[OK。

2. aws_secret_access_key をシークレットアクセスキーの値 (wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY など) で [secretKey1] に置き換えます。

最終的な結果は、名前付きプロファイル 形式に従って、ここに示すようになります。

... Other file contents omitted for brevity ...

[default]
# ... Some comments ...
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
# ... Some more comments ...
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

... Other file contents omitted for brevity ...

Note

JetBrains 用 AWS ツールキットでは現在、次の設定変数がサポートされています。

• aws_access_key_id

• aws_secret_access_key

• aws_session_token
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• credential_process
• external_id
• mfa_serial
• role_arn
• source_profile

詳細については、「」を参照してください。AWS CLI 設定変数()AWS CLI コマンドリ
ファレンス。

3. ファイルを保存してから閉じます。JetBrains 用 AWS Toolkit は、上記のアクセスキーを使用して
アカウントに接続しようとします。

接続後、ツールキットを使用して、そのアカウントの AWS リソース（AWS サーバーレ
ス (p. 20)アプリケーション、AWS Lambda (p. 27)関数、およびAWS CloudFormation (p. 34)ス
タック。

Connect with AWS SSO

AWS SSO では、名前付きプロファイルをcredentialsファイルまたはconfigで、AWS アカウン
トの一時的な認証情報を取得するために使用します。プロファイル定義は、SSOユーザーポータル、
アクセスをリクエストしているユーザーに関連付けられた AWS アカウントと IAM ロールが含まれま
す。

JetBrains 用 AWS ツールキットは AWS CLI を呼び出しますloginコマンドはユーザーに代わって行
います。(追加した名前付きプロファイルは、login). ログインに成功すると、デフォルトのブラウザ
が起動し、AWS SSO ログインが検証されます。その後、アカウントで使用可能な AWS リソースへ
のアクセスを開始できます。

1. 左credentials/configの下にあるファイル[default]で、名前付きプロファイルのテンプ
レートを追加します。

以下に示すような例を、一般的な AWS SSO プロファイルのテンプレートとして使用できます。
Important

名前付きプロファイルの場合、credentialsファイルでは、使用する命名形式
がconfigファイルを開きます。接頭辞の単語を含めるprofile[] で名前付きプロファイ
ルを設定する場合のみ、configファイルを開きます。credentials ファイルにエント
リを作成するときは、profile という単語を使用しないでください。

... Named profile in credentials file ...

[default]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2

... Named profile in config file ...

[profile user1]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
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... Other file contents omitted for brevity ...

2. SSO 設定に固有のキーに値を割り当てます。

• sso_start_url— 組織の AWS SSO ユーザーポータルを指す URL を指定します。
• sso_region— AWS SSO ポータルホストを含む AWS リージョンを指定します。これはデ

フォルトので指定された AWS リージョンとは別で、異なる AWS リージョンにすることがで
きます。regionパラメータ。

• sso_account_id— 関連付けられた AWS SSO ユーザーに付与するアクセス権限を持つ IAM 
ロールを含む AWS アカウント ID を指定します。

• sso_role_name— AWS SSO を通じて認証情報を取得するときに、ユーザーのアクセス権限
を定義する IAM ロールのフレンドリ名を指定します。

• regionIAM AWS SSO ポータルホストを含む AWS リージョンを指定します。これはデフォ
ルトので指定された AWS リージョンとは別で、異なる AWS リージョンにすることができま
す。regionパラメータ。

Note

また、有効なその他のキーや値を含めることもできます。.aws/credentials 
fileまたはoutputまたはS3。ただし、認証情報関連の値を含めることはできませ
ん。role_arnまたはaws_secret_access_key。これを行うと、AWS CLI はエラー
を生成します。
詳細については、「」を参照してください。AWS CLI で AWS Single Sign-On を使用す
る()AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド。

JetBrains 用の AWS ツールキットが AWS SSO を呼び出した後loginコマンドを実行する
と、SSO ログインが成功したことを確認するためのブラウザウィンドウが開きます。

また、複数の接続 (p. 12)利用可能なので、それらの切り替え (p. 14)。

接続後、JetBrains 用 AWS ツールキットによって自動的にデフォルトの AWS リージョンが選択されま
す。必要な場合があります。異なるリージョンにある別の AWS リソースでの作業に切り替える (p. 18)。

現在の接続の取得
AWS Toolkit for JetBrains が現在使用している接続を確認するには、次のいずれかの操作を行います。

• ステータスバーで、現在の接続がAWS 接続の設定エリア。

• AWS Explorer を開く (p. 19)] を開きます。まだ開いていない場合は、[[Options メニュー](設定アイコン) 
をクリックします。選択AWS 接続の設定。現在の接続が選択されています。
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また、複数の接続 (p. 12)利用可能なので、それらの切り替え (p. 14)。

複数の接続を追加する
追加する追加の接続に応じて、最初に次のタスクのいずれかを完了している必要があります。

• 追加のアクセスキー(アクセスキー ID値とシークレットアクセスキー値) または AWS アカウントの root 
ユーザー (これは強く推奨しません) のユーザー。ユーザー IAM のアクセスキーがまだない場合は、作成
する。

• [Enabled (有効)]AWS SSO アクセスで、追加ユーザーの AWS アカウントを確認します。

Note

アクセスキーを含む名前付きプロファイルなど、機密性の高い資格情報情報をcredentialsファ
イルを開きます。認証に AWS SSO を使用する名前付きプロファイルなど、機密性の低い設定オ
プションは、通常、configファイルを開きます。
すべての名前付きプロファイルを 1 つのファイルに保管することもできます。両方を使用してい
るcredentialsおよびconfigfile,credentialsIDE でデフォルトで開かれます。
同じ名前を共有するプロファイルの両方のファイルに認証情報がある場合、credentialsファイ
ルが優先されます。詳細については、「」を参照してください。設定ファイルと認証情報ファイ
ルの設定()AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド。

1. まだ接続していない場合は、初めての接続を行います (p. 8)。
2. 認証情報ファイルの編集を開始するには、以下のいずれかの操作を行います。

• ステータスバーで、[AWS 接続の設定[] を選択してから、[すべての認証情報,AWS 認証情報ファイ
ルの編集。
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• AWS Explorer を開く (p. 19)] を開きます。まだ開いていない場合は、[[Options メニュー](設定アイ
コン) をクリックします。選択AWS 接続の設定,すべての認証情報,AWS 認証情報ファイルの編集。

3. ファイルに、追加の接続ごとに名前付きプロファイルを追加します。プロファイル名には、大文字の
みを使用できます AスルーZの場合、小文字aスルーzの場合、数字0スルー9、ハイフン文字 (-)、アン
ダースコア (_). プロファイル名は 64 文字未満にする必要があります。

Profile with access keys

たとえば、myuser という名前のプロファイルでは、次の形式を使用します。

[myuser]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

Note

JetBrains 用 AWS Toolkit では現在、次の文字のみを持つ名前付きプロファイルをサポー
トしています。A-Z,a-z,0-9、下線 (_)、ハイフン (-).
ツールキットでは現在、次の設定変数のみをサポートしています。

• aws_access_key_id

• aws_secret_access_key

• aws_session_token

• credential_process

• mfa_serial

• role_arn

• source_profile

詳細については、「」を参照してください。AWS CLI 設定変数()AWS CLI コマンドリ
ファレンス。
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Profile with AWS SSO

AWS SSO では、シングルサインオンを使用して特定のアカウントの認証方法を定義する名前付
きプロファイルを追加することで、複数の接続を有効にできます。追加した各名前付きプロファ
イルをcredentialsファイルには一意の名前があり、アカウント固有の値を SSO キーに割り当
てます。これを次の例で示します。

... Other file contents omitted for brevity ...

[profile user2]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2

... Other file contents omitted for brevity ...

AWS SSO キーと値のペアの詳細については、「」を参照してください。defining named profiles 
for SSO。

4. ファイルを保存してから閉じます。JetBrains 用 AWS ツールキットは、新しい接続をAWS 接続の設
定メニューとステータスバーの両方でAWS Explorer でを使用する。

これで、複数の接続が可能になったので、必要に応じて、接続を切り替える (p. 14)ことができます。

接続後、場合によっては、異なる AWS リージョンにあるアカウントの AWS リソースの使用に切り替え
る (p. 18)。

接続を切り替える
1. まだ追加していない場合は、複数の接続を追加 (p. 12)します。
2. 次のいずれかを行ってください。

• ステータスバーで、[AWS 接続の設定。
• AWS Explorer を開く (p. 19)] を開きます。まだ開いていない場合は、[AWS 接続の設定。

3. 新しい接続に使用する名前付きプロファイル を選択します。一覧にない場合、[] を選択します。すべ
ての認証情報[] を選択してから、名前付きプロファイルを使用します。

AWS Toolkit for JetBrains は、新しい接続。この接続は、AWS 接続の設定メニューとステータスバー
の両方でAWS Explorer でを使用する。

接続後、場合によっては、異なる AWS リージョンにあるアカウントの AWS リソースの使用に切り替え
る (p. 18)。

接続設定の変更
1. 次のいずれかを行ってください。

• ステータスバーで、[AWS 接続の設定,すべての認証情報,AWS 認証情報ファイルの編集。
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• AWS Explorer を開く (p. 19)] を開きます。まだ開いていない場合は、[[Options メニュー](設定アイ
コン) をクリックします。次に [] を選択します。AWS 接続の設定,すべての認証情報,AWS 認証情報
ファイルの編集。

2. ファイルに変更を加え、ファイルを保存して閉じます。

接続を削除する
1. 次のいずれかを行ってください。

• ステータスバーで、[AWS 接続の設定,すべての認証情報,AWS 認証情報ファイルの編集。

• AWS Explorer を開く (p. 19)] を開きます。まだ開いていない場合は、[[Options メニュー](設定アイ
コン) をクリックします。次に [] を選択します。AWS 接続の設定,すべての認証情報,AWS 認証情報
ファイルの編集。
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2. ファイル内で、名前付きプロファイル（アクセスキーまたは AWS SSO キーと値のペアを指定）を選
択します。

3. ファイルを保存してから閉じます。JetBrains 用 AWS ツールキットは、削除された接続をAWS 接続
の設定メニューとステータスバーの両方でAWS Explorer でを使用する。

接続を削除した後、別の接続に切り替える (p. 14)か初めて接続する (p. 8)必要がある場合があります。

JetBrains 用 AWS ツールキットの AWS リージョン
の設定

AWS Toolkit for JetBrains ユーザーガイドで AWS アカウントに接続するようにを設定すると、ツール
キットによってデフォルトの AWS リージョンが自動的に設定されます。このトピックでは、現在の AWS 
リージョンを取得する方法、またはリージョンを変更する方法について説明します。

トピック
• 現在の AWS リージョンの取得 (p. 53)
• AWS リージョンの切り替え (p. 54)

現在の AWS リージョンの取得
AWS Toolkit for JetBrains ユーザーガイドが現在使用している AWS リージョンを確認するには、次のいず
れかの操作を行います。

• ステータスバーで、[AWS 接続の設定Area.

• AWS Explorer を開く (p. 19)] で、まだ開いていない場合、[Options Menu(設定アイコン) をクリックし
ます。選択AWS 接続の設定。現在のリージョンが選択されます。

53

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-profiles.html


JetBrains の AWS Toolkit ユーザーガイド
AWS リージョンの切り替え

また、別の AWS リージョンに切り替える (p. 18), 必要に応じて.

AWS リージョンの切り替え
AWS リージョンを変更するには、次のいずれかの操作を行います。

• ステータスバーで、AWS 接続の設定] をクリックし、切り替え先の AWS リージョンを選択します。

• AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。選択Options Menu(設定アイコン) を選択
し、AWS 接続の設定。切り替え先の AWS リージョンが表示されている場合は、そのリージョンを選択
します。それ以外の場合は、[すべてのリージョン] を選択し、切り替え先のリージョンを選択します。
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AWS Toolkit は新しいリージョンの使用に切り替わります。このリージョンはAWS 接続の設定メニューと
ステータスバーの両方のAWS Explorer でを使用する。

AWS Toolkit for JetBrains 用の HTTP プロキシ設定
あなたの後JetBrains 用 AWS Toolkit をインストールする (p. 4)をインストールした後で、HTTP プロキシ
を使用するように設定できます。これを行うには、AWS ツールキットでサポートされている JetBrains 
IDEがすでに実行されている。次に、HTTP プロキシに適した手順に従います。

• クリオン— 参照先HTTP プロキシの設定を参照してください。
• ゴーランド— 参照先HTTP プロキシを参照してください。
• IntelliJ IDEA— 参照先HTTP プロキシを参照してください。
• ウェブストーム— 参照先HTTP プロキシWebStorm ヘルプ Web サイトを参照してください。
• JetBrains ライダー— 参照先HTTP プロキシの設定をご覧ください。
• PhpStorm— 参照先HTTP プロキシPhpStorm。
• PyCharm— 参照先HTTP プロキシPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• RubyMine— 参照先HTTP プロキシを参照してください。

上記の手順を完了すると、JetBrainAWS Toolkit for JetBrains はこれらの HTTP プロキシ設定の使用を開始
します。
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AWS Toolkit for JetBrains を使用して 
AWS のサービスを操作する

以下のトピックでは、AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS アカウントの AWS サービスを操作する
方法について説明します。

トピック
• JetBrains 用の AWS ツールキットを使用して AWS アプリケーションランナーを操作する (p. 56)
• AWS Toolkit for JetBrains で AWS CloudFormation を操作する (p. 62)
• JetBrains 用の AWS Toolkit を使用した CloudWatch Logs 操作 (p. 64)
• AWS Toolkit for Jetbrains を使用して Amazon Elastic Container Service を使用する (p. 70)
• Amazon EventBridge を使用して AWS EventBridge を操作する (p. 77)
• JetBrains 用 AWS Toolkit for JetBrains を使用した AWS Lambda (p. 79)
• JetBrains 用の AWS ツールキットを使用した Amazon RDS へのアクセス (p. 85)
• JetBrain for JetBrain AWS ツールキットを使用した Amazon Redshift へのアクセス (p. 92)
• Amazon S3 Toolkit for JetBrains を使用して AWS S3 を操作する (p. 97)
• AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS サーバーレスアプリケーションを使用する (p. 100)
• AWS Toolkit for JetBrains を使用して Amazon SQS を操作する (p. 107)

JetBrains 用の AWS ツールキットを使用して AWS 
アプリケーションランナーを操作する

AWS App Runnerは、AWS クラウドのスケーラブルで安全なウェブアプリケーションに、ソースコードま
たはコンテナイメージから直接デプロイする、迅速、シンプル、費用対効果の高い方法を提供します。新
しいテクノロジーを学習したり、使用するコンピューティングサービスを決定したり、AWS リソースをプ
ロビジョニングして設定する方法を知ったりする必要はありません。

AWS App Runner を使用すると、次の 2 種類のサービスソースに基づいてサービスを作成および管理する
ことができます。ソースイメージおよびソースコード。ソースイメージオプションを使用すると、イメー
ジリポジトリに格納されているパブリックまたはプライベートコンテナイメージを選択できます。App 
Runner は以下のイメージリポジトリプロバイダーをサポートしています。

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR): AWS アカウントにプライベートイメージを保存しま
す。

• Amazon Elastic Container Registry Public): パブリックに読み取り可能なイメージを格納します。

ソースコードオプションを選択した場合、サポートされているリポジトリプロバイダによって管理されて
いるソースコードリポジトリからデプロイできます。App Runner は、1 つのソースコードリポジトリプロ
バイダをサポートしています。GitHub

Prerequisites
このセクションでは、AWS アカウントと、AWS App Runner を備えた JetBrains 用 AWS Toolkit の最新
バージョンを既にお持ちであることを前提としています。これらのコア要件に加えて、関連する IAM ユー
ザーが App Runner サービスと対話する権限を持っていることを確認する必要があります。また、サービ
スソースに関する情報を取得する必要があります。これは、App Runner サービスを作成するときに必要
です。
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アプリケーションランナーの IAM アクセス許可の設定
App Runner に必要なアクセス許可を付与する最も簡単な方法は、既存の AWS 管理ポリシーを関連する 
IAM エンティティ（ユーザーまたはグループ）にアタッチすることです。App Runner には、IAM ユー
ザーにアタッチできる 2 つの管理ポリシーが用意されています。

• AWSAppRunnerFullAccess: ユーザーが App Runner のすべてのアクションを実行できるようにしま
す。

• AWSAppRunnerReadOnlyAccess: ユーザーが App Runner リソースの詳細をリストおよび表示できま
す。

さらに、サービスソースとして Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) からプライベートリ
ポジトリを選択した場合は、App Runner サービスに対して次のアクセスロールを作成する必要がありま
す。

• AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess: アプリランナーが、アカウントの Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) イメージにアクセスできるようにします。

-アプリランナーサービスの作成ダイアログボックスでは、この IAM ロールを作成できます。
Note

サービスにリンクされたロールAWSservicerOreforApprunnerAWS App Runner は以下のタスクを
完了できます。

• Amazon CloudWatch Logs ロググループにログをプッシュします。
• Amazon CloudWatch Events ルールを作成して、Amazon Elastic Container Registry (Amazon 

ECR) イメージプッシュをサブスクライブします。

サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS マネジメントコンソー
ルで AWS App Runner を作成すると、または AWS Toolkit for JetBrains で呼び出される API オ
ペレーションを使用すると、AWS App Runner によってサービスにリンクされたロールが AWS 
App Runner によって作成されます。

詳細については、「」を参照してください。アプリランナーのIdentity and Access Management()AWS ア
プリケーションランナー開発者ガイド。

アプリケーションランナーのサービスソースの取得
AWS App Runner を使用して、ソースイメージとソースコードの 2 種類のサービスソースからサービスを
デプロイできます。

Source image

ソースイメージからデプロイする場合は、プライベートまたはパブリックの AWS イメージレジスト
リーからそのイメージのリポジトリへのリンクを取得できます。

• Amazon ECR プライベートレジストリ: Amazon ECR コンソールを使用して、プライベートリポジ
トリの URI をコピーします。https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories。

• Amazon ECR パブリックレジストリ: Amazon ECR パブリックギャラリーを使用して、パブリック
リポジトリの URI をコピーします。https://gallery.ecr.aws/。

イメージリポジトリの URI は、ソースの詳細をアプリランナーサービスの作成ダイアログボックスに
入力します。

詳細については、「」を参照してください。ソースイメージに基づくアプリランナーサービス()AWS 
アプリケーションランナー開発者ガイド。
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Source code

ソースコードを AWS App Runner サービスにデプロイできるようにするには、サポートされているリ
ポジトリプロバイダーによって管理されている Git リポジトリにそのコードを保存する必要がありま
す。App Runner は、1 つのソースコードリポジトリプロバイダをサポートしています。GitHub

GitHub リポジトリの設定の詳細については、GitHub ドキュメントを参照してください開始のドキュ
メント。

GitHub リポジトリから App Runner サービスにソースコードをデプロイするために、App Runner は 
GitHub への接続を確立します。リポジトリがプライベートである場合（つまり、GitHub でパブリッ
クにアクセスできない場合）、接続の詳細を App Runner に提供する必要があります。

Important

GitHub 接続を作成するには、App Runner コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
apprunner）を使用して、GitHub と AWS をリンクする接続を作成します。使用可能な接続
は、GitHub 接続] ページを使用するときにアプリランナーサービスの作成ダイアログボック
スを使用して、ソースコードリポジトリの詳細を指定します。
詳細については、「」を参照してください。アプリランナー接続の管理()AWS アプリケー
ションランナー開発者ガイド。

App Runner サービスインスタンスは、コードの構築と実行を可能にするマネージドランタイムを提供
します。AWS App Runner では現在、以下のランタイムがサポートされています。

• Python マネージされたランタイム
• Node.js マネージされたランタイム

の使用アプリランナーサービスの作成ダイアログボックスで、App Runner サービスがサービスを構築
および開始する方法に関する情報を提供します。インターフェイスに情報を直接入力するか、YAML 
形式のアプリランナー構成ファイル。このファイルの値は、App Runner にサービスを構築および開始
する方法、およびネットワーク設定や環境変数などのランタイムコンテキストを提供する方法を指示
します。設定ファイルの名前はですapprunner.yamlに追加され、アプリケーションのリポジトリの
ルートディレクトリに追加されます。

Pricing
アプリケーションが使用するコンピューティングリソースとメモリリソースに対して課金されます。さら
に、デプロイメントを自動化する場合は、その月の自動デプロイメントをすべてカバーするアプリケー
ションごとに、設定された月額料金を支払います。ソースコードからデプロイする場合は、App Runner 
がソースコードからコンテナーを構築するのにかかる時間分のビルド料金をお支払いいただきます。

詳細については、「」を参照してください。AWS アプリケーションランナー料金。

トピック
• アプリランナーサービスの作成 (p. 58)
• アプリランナーサービスの管理 (p. 60)

アプリランナーサービスの作成
JetBrains 用 AWS Toolkit でアプリケーションランナーサービスを作成するには、アプリランナーサービス
の作成ダイアログボックスに入力します。このインターフェイスでは、ソースリポジトリを選択し、アプ
リケーションを実行するサービスインスタンスを構成できます。

App Runner サービスを作成する前に、の前提条件 (p. 56)と、デプロイするソースリポジトリに関連し
ています。
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App Runner サービスを作成するには

1. AWS Explorer でを開く (p. 19)[] を開きます (まだ開いていない場合)。
2. 右クリックします。App Runnerノードを選択し、サービスの作成。

-アプリランナーサービスの作成ダイアログボックスが表示されます。
3. あなたの一意の入力サービス名。
4. ソースタイプ (ECR,ECR パブリックまたはソース・コード・リポジトリ) をクリックし、関連する設

定を構成します。

ECR/ECR public

プライベートレジストリを使用している場合は、[] を選択しますデプロイタイプ:

• 手動: サービスへの各デプロイを明示的に開始する場合は、手動デプロイを使用します。
• 自動: サービスの継続的インテグレーションとデプロイ（CICD）動作が必要な場合は、自動デ

プロイを使用します。新しいイメージバージョンをイメージリポジトリにプッシュするか、新
しいコミットをコードリポジトリにプッシュするたびに、App Runner は自動的にそれをサービ
スにデプロイします。

を使用する場合コンテナイメージの URIに、Amazon ECR プライベートレジストリまたは 
Amazon ECR パブリックギャラリーからコピーしたイメージリポジトリの URI を入力します。

を使用する場合開始コマンドで、コマンドを入力してサービスプロセスを開始します。

を使用する場合ポートに、サービスで使用する IP ポートを入力します。

Amazon ECR プライベートレジストリを使用している場合は、必要なECR アクセスロールを選
択し、作成。

• -IAM ロールを作成します。] ダイアログボックスには、名前,管理ポリシー, および信頼関係IAM 
ロールでを使用します。[作成] を選択します。

Source code repository

[デプロイタイプ:

• 手動: サービスへの各デプロイを明示的に開始する場合は、手動デプロイを使用します。
• 自動: サービスの継続的インテグレーションとデプロイ（CICD）動作が必要な場合は、自動デ

プロイを使用します。新しいイメージバージョンをイメージリポジトリにプッシュするか、新
しいコミットをコードリポジトリにプッシュするたびに、App Runner は自動的にそれをサービ
スにデプロイします。

を使用する場合接続で、リストから使用可能な接続を選択します。GitHub 接続ページで.

を使用する場合リポジトリの URLに、GitHub でホストされているリモートリポジトリへのリン
クを入力します。

を使用する場合ブランチには、ソースコードのどの Git ブランチがデプロイされるかを指定しま
す。

を使用する場合設定で、ランタイム設定の指定方法を指定します。

• ここですべての設定を構成します: アプリケーションのランタイム環境に次の設定を指定する場
合は、このオプションを選択します。
• ランタイム: 選択Python 3またはNodeJs 12。
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• ポート: サービスで使用する IP ポートを入力します。
• ビルドコマンド: コマンドを入力して、サービスインスタンスのランタイム環境でアプリケー

ションを構築します。
• 開始コマンド: コマンドを入力して、サービスインスタンスのランタイム環境でアプリケー

ションを起動します。
• 構成ファイルの設定をここに指定する: このオプションを選択すると、apprunner.yaml設定

ファイルを作成します。これは、アプリケーションのリポジトリのルートディレクトリにあり
ます。

5. App Runner サービスインスタンスの実行時構成を定義する値を指定します。

• CPU: App Runner サービスの各インスタンス用に予約されている CPU ユニットの数（デフォル
ト：1 vCPU).

• Memory: App Runner サービスの各インスタンス用に予約されているメモリ量（デフォルト：2 GB)
• 環境変数: サービスインスタンスの動作をカスタマイズできるオプションの環境変数。キーと値を定

義して、環境変数を作成します。
6. [作成] を選択します。

サービスが作成されると、そのステータスは操作を実行中～実行中。
7. サービスの実行が開始したら、サービスを右クリックしてサービス URL のコピー。
8. デプロイされたアプリケーションにアクセスするには、コピーした URL を Web ブラウザーのアドレ

スバーに貼り付けます。

アプリランナーサービスの管理
App Runner サービスを作成したら、AWS Explorer ペインを使用して以下のアクティビティを実行するこ
とで管理できます。

• App Runner サービスの一時停止と再開 (p. 60)
• アプリランナーサービスのデプロイ (p. 61)
• アプリケーションランナーのログストリームの表示 (p. 61)
• アプリランナーサービスの削除 (p. 62)

App Runner サービスの一時停止と再開
ウェブアプリケーションを一時的に無効にし、コードの実行を停止する必要がある場合は、AWS App 
Runner サービスを一時停止できます。App Runner は、サービスのコンピューティング能力をゼロに減ら
します。アプリケーションを再度実行する準備ができたら、App Runner サービスを再開できます。App 
Runner は、新しいコンピューティング能力をプロビジョニングし、アプリケーションをそこにデプロイし
て、アプリケーションを実行します。

Important

App Runner が実行されている場合にのみ課金されます。したがって、アプリケーションを一時停
止および再開すると、開発およびテスト状況におけるコストの管理に役立ちます。

App Runner サービスを一時停止するには

1. AWS Explorer でを開く (p. 19)[] を開きます (まだ開いていない場合)。
2. 拡張App Runnerサービスのリストを表示するには、[] をクリックします。
3. [] サービスを右クリックします (実行中を選択し、[Pause]。
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4. 表示されたダイアログボックスで、[] を選択します[Pause]。

サービスが一時停止している間、サービスのステータスは操作を実行中～一時停止中。

App Runner サービスを再開するには

1. AWS Explorer でを開く (p. 19)[] を開きます (まだ開いていない場合)。
2. 拡張App Runnerサービスのリストを表示するには、[] をクリックします。
3. [] サービスを右クリックします (一時停止中を選択し、Resume。
4. 表示されたダイアログボックスで、[] を選択しますResume。

サービスの再開中は、サービスのステータスが操作を実行中をクリックし、実行中。

アプリランナーサービスのデプロイ
サービスの手動展開オプションを選択した場合は、サービスへの各展開を明示的に開始する必要がありま
す。

1. AWS Explorer でを開く (p. 19)[] を開きます (まだ開いていない場合)。
2. 拡張App Runnerサービスのリストを表示するには、[] をクリックします。
3. [] サービスを右クリックします (実行中を選択し、デプロイ。
4. アプリケーションのデプロイ中は、サービスのステータスが操作を実行中をクリックし、実行中。
5. アプリケーションが正常にデプロイされたことを確認するには、同じサービスを右クリックし、サー

ビス URL のコピー。
6. デプロイされた Web アプリケーションにアクセスするには、コピーされた URL を Web ブラウザー

のアドレスバーに貼り付けます。

アプリケーションランナーのログストリームの表示
CloudWatch Logs を使用すると、App Runner などのサービスのログファイルをモニタリング、保存、ア
クセスできます。ログイベントは、監視されているアプリケーションまたはリソースによって記録された
アクティビティのレコードです。また、ログストリームは、同じソースを共有する一連のログイベントで
す。

App Runner 用の 2 種類のログストリームにアクセスできます。

• サービスログストリーム: App Runner サービスが App Runner サービスを管理し、それに対して動作す
るときに App Runner によって生成されたログ出力が含まれます。

• アプリケーションログストリーム: 実行中のアプリケーションコードの出力が含まれます。

1. 拡張App Runnerサービスのリストを表示するには
2. サービスを右クリックし、次のいずれかを選択します。

• サービスログストリームの表示
• アプリケーションログストリームの表示

-ログストリームウィンドウには、ログストリームを構成するログイベントが表示されます。
3. 特定のイベントに関する詳細情報を表示するには、イベントを右クリックし、ログストリームをエク

スポート,エディタで開くまたはログストリームをエクスポート,ファイルに保存。
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アプリランナーサービスの削除
Important

App Runner サービスを削除すると、そのサービスは完全に削除され、保存されたデータは削除さ
れます。サービスを再作成する必要がある場合、App Runnerはソースを再度取得し、コードリポ
ジトリの場合はビルドする必要があります。Web アプリケーションが新しい App Runner ドメイ
ンを取得します。

1. AWS Explorer でを開く (p. 19)[] を開きます (まだ開いていない場合)。
2. 拡張App Runnerサービスのリストを表示するには。
3. サービスを右クリックし、[] を選択しますサービスを削除する。
4. 確認ダイアログボックスで、[] を入力します[削除][] を選択して [OK。

削除されたサービスには、操作を実行中ステータスを削除し、サービスが一覧から消えます。

AWS Toolkit for JetBrains で AWS CloudFormation 
を操作する

以下のトピックでは、AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS アカウントの AWS CloudFormation ス
タックを操作する方法について説明します。

トピック
• JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS CloudFormation スタックのイベントログの表

示 (p. 62)
• AWS Toolkit for JetBrains で AWS CloudFormation スタックを削除する (p. 63)

JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS 
CloudFormation スタックのイベントログの表示
1. AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。スタックが現在のリージョンとは異なる AWS 

リージョンにある場合は、別の AWS リージョンに切り替える (p. 18)が含まれています。
2. [CloudFormation] を展開します。
3. スタックのイベントログを表示するには、スタックの名前を右クリックします。AWS Toolkit for 

JetBrains では、イベントログをCloudFormationツールウィンドウを開きます。

[CloudFormation] ツールウィンドウの表示/非表示を切り替えるには、メインメニューで [表示]、[ツー
ルウィンドウ]、[CloudFormation] の順に選択します。
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AWS Toolkit for JetBrains で AWS CloudFormation ス
タックを削除する
1. AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。必要な場合別の AWS リージョンに切り替え

る (p. 18)は、それを定義しましょう。
2. [CloudFormation] を展開します。
3. 削除するスタックの名前を右クリックし、[Delete CloudFormation Stack (CloudFormation スタックの

削除)] を選択します。
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4. スタックの名前を入力してそれが削除されたことを確認し、[OK] を選択します。スタックの削除が成
功すると、JetBrains 用 AWS Toolkit はスタック名をCloudFormationのリストAWS Explorer でを使用
する。スタックの削除が失敗した場合は、スタックのイベントログを表示 (p. 35)してトラブルシュー
ティングできます。

JetBrains 用の AWS Toolkit を使用した 
CloudWatch Logs 操作

Amazon CloudWatch Logs では、使用中のすべてのシステム、アプリケーション、AWS サービスからの
ログを、スケーラビリティに優れた 1 つのサービスで一元管理することができます。これにより、ログを
簡単に表示したり、特定のエラーコードやパターンを検索したり、特定のフィールドに基づいてフィルタ
リングしたり、将来の分析のために安全にアーカイブしたりできます。詳細については、「」を参照して
ください。Amazon CloudWatch Logs とは()Amazon CloudWatch ユーザーガイド。

以下のトピックでは、AWS アカウントの CloudWatch Logs を操作するための AWS Toolkit for JetBrains 
の使用方法について説明します。

トピック
• JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した CloudWatch ロググループとログストリームの表

示 (p. 65)
• JetBrains 用 AWS ツールキットを使用したログストリームでの CloudWatch ログイベントの操

作 (p. 66)
• CloudWatch の操作は、JetBrains 用の AWS ツールキットを使用してインサイトを記録しま

す。 (p. 68)
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JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した 
CloudWatch ロググループとログストリームの表示
ログストリームは、同じソースを共有する一連のログイベントです。CloudWatch Logs へのログの各ソー
スによって、個別のログストリームが構成されます。

ロググループは、保持、モニタリング、アクセス制御について同じ設定を共有するログストリームのグ
ループです。ロググループを定義して、各グループに入れるストリームを指定することができます。1 つ
のロググループに属することができるログストリームの数に制限はありません。

詳細については、「」を参照してください。ロググループとログストリームを操作する()Amazon 
CloudWatch ユーザーガイド。

トピック
• を使用したロググループとログストリームの表示[CloudWatch Logs]ノード (p. 65)
• ログストリームの表示Lambdaノード (p. 65)
• ログストリームの表示Amazon ECSノード (p. 66)

を使用したロググループとログストリームの表示[CloudWatch 
Logs]ノード
1. AWS Explorer を開きます。 (p. 19)(まだ開いていない場合)。
2. [[CloudWatch Logs][] ノードをクリックして、ロググループのリストを展開します。

のロググループ現在の AWS リージョン (p. 53)の下に表示されている[CloudWatch Logs]ノード
3. ロググループ内のログストリームを表示するには、次のいずれかの操作を行います。

• ロググループの名前をダブルクリックします。
• ロググループの名前を右クリックし、ログストリームの表示。

ロググループの内容が、ログストリームペイン 各ストリームのログイベントのやりとりについて
は、」CloudWatch Logs イベントの操作 (p. 66)。

ログストリームの表示Lambdaノード
AWS Lambda 関数の CloudWatch Logs を表示するには、LambdaAWS Explorer でノード

Note

また、Lambda 関数を含むすべての AWS サービスのログストリームを[CloudWatch Logs]AWS 
Explorer の [] ノードを選択します。を使用することをお勧めします。Lambdaノードを参照して
ください。ただし、Lambda 関数に固有のログデータの概要については、

1. AWS Explorer を開きます。 (p. 19)(まだ開いていない場合)。
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2. [Lambda[] ノードを使用して、Lambda 関数のリストを展開します。

Lambda 関数現在の AWS リージョン (p. 53)の下に表示されるLambdaノード
3. Lambda 関数を右クリックし、ログストリームの表示。

関数のログストリームは、ログストリームペイン 各ストリームのログイベントのやりとりについて
は、」CloudWatch Logs イベントの操作 (p. 66)。

ログストリームの表示Amazon ECSノード
Amazon Elastic Container Service で実行および維持されているクラスターおよびコンテナーの 
CloudWatch Logs を表示するには、Amazon ECSAWS Explorer でノード

Note

また、Amazon ECS を含むすべての AWS サービスのロググループを表示するに
は、[CloudWatch Logs]AWS Explorer の [] ノードを選択します。を使用することをお勧めしま
す。Amazon ECSノードを参照してください。ただし、Amazon ECS クラスターとコンテナーに
固有のログデータの概要を参照してください。

1. AWS Explorer を開きます。 (p. 19)(まだ開いていない場合)。
2. [Amazon ECS[] ノードをクリックして、Amazon ECS クラスターのリストを展開します。

の Amazon ECS クラスター現在の AWS リージョン (p. 53)の下に表示されるAmazon ECSノード
3. クラスターを右クリックし、ログストリームの表示。

クラスターのログストリームは、ログストリームペイン
4. 特定のコンテナーのログストリームを表示するには、クラスターをクリックして、登録済みコンテ

ナーのリストを展開します。

クラスターに登録されているコンテナーが表示されます。下の。
5. コンテナを右クリックし、コンテナログストリームの表示。

コンテナーのログストリームは、ログストリームペイン クラスターおよびコンテナーのログイベント
との対話の詳細については、」CloudWatch Logs イベントの操作 (p. 66)。

JetBrains 用 AWS ツールキットを使用したログスト
リームでの CloudWatch ログイベントの操作
開いた後、ログストリームペインでは、各ストリームのログイベントにアクセスできます。ログイベント
は、監視中のアプリケーションまたはリソースによって記録されたアクティビティのレコードです。

トピック
• ストリーム内のログイベントの表示とフィルタリング (p. 66)
• ログアクションを使用する (p. 67)
• CloudWatch ログイベントをファイルまたはエディターにエクスポートする (p. 68)

ストリーム内のログイベントの表示とフィルタリング
ログストリームを開くと、ログイベントウィンドウには、そのストリームのログイベントのシーケンスが
表示されます。
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1. 表示するログストリームを検索するには、ログストリームペイン (CloudWatch ロググループとログス
トリームの表示 (p. 65)).

Note

パターンマッチングを使用して、リスト内のストリームを検索できます。[ログストリー
ムウィンドウを開き、テキストの入力を開始します。最初のログストリーム名と一致するテ
キストが強調表示されます。一覧の順序を変更するには、最終イベント時間列でロードバラ
ンサーの ID をクリックします。

2. ログストリームをダブルクリックして、ログイベントのシーケンスを表示します。

-ログイベントウィンドウには、ログストリームを構成するログイベントが表示されます。
3. コンテンツに従ってログイベントをフィルタリングするには、ログストリームをフィルタリン

グフィールドに移動し、戻り値。

結果は、フィルターテキストと大文字と小文字を区別するテキストを含むログイベントです。フィル
タは、画面に表示されないイベントを含め、完全なログストリームを検索します。

Note

また、パターンマッチングを使用して、ペインでログイベントを検索することもできます。
[ログイベントウィンドウを開き、テキストの入力を開始します。一致するテキストを含む
最初のログイベントが強調表示されます。と違ってログストリームをフィルタリング検索で
は、画面上のイベントのみがチェックされます。

4. 時間に応じてログイベントをフィルタリングするには、ログイベントを右クリックし、[ログを表示す
る]。

あなたは選択することができます1 分間,5分間, または十分。たとえば、5分間に設定されている場
合、フィルター処理されたリストには、選択したエントリの前後の 5 分間に発生したログイベントの
みが表示されます。

画面の左側にログイベント[] ペインログアクション (p. 67) 提供タイプログイベントと対話する方法が
増えています。

ログアクションを使用する
画面の左側にログイベントペインでは、4 つのログアクションを使用して CloudWatch ログイベントを更
新、編集、テール、ラップできます。
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1. 対話するログイベントを検索するには、を開くログストリーム (p. 66)ペイン
2. 次のいずれかのログアクションを選択します。

• 更新— 後に発生したログイベントでリストを更新するログイベントウィンドウが開かれました。
• エディタで開く— IDE のデフォルトエディタで画面上のログイベントを開きます。

Note

この操作は、画面上のログイベントのみを IDE エディタにエクスポートします。エ
ディタでストリームのすべてのイベントを表示するには、エクスポートログストリー
ム (p. 68)オプション。

• 末尾ログ— 新しいログイベントをログイベントペイン これは、Amazon EC2 インスタンスや AWS 
CodeBuild ビルドなど、長時間実行されるサービスの継続的な更新に便利な機能です。

• ログの折り返し— ウィンドウのサイズで長いエントリが非表示になっている場合、ログイベントテ
キストを複数行に表示します。

CloudWatch ログイベントをファイルまたはエディターにエクス
ポートする
CloudWatch ログストリームをエクスポートすると、IDE のデフォルトエディタでそのログイベントを開
くか、ローカルフォルダにダウンロードできます。

1. アクセスするログストリームを見つけるには、を開くログストリーム (p. 66)ペイン
2. ログストリームを右クリックし、エクスポートログストリーム,エディタで開くまたはエクスポートロ

グストリーム,ファイルに保存。

• エディタで開く-選択したストリームを構成するログイベントを IDE のデフォルトエディタで開きま
す。

Note

このオプションは、ログストリーム内のすべてのイベントを IDE エディタにエクスポート
します。

• ファイルに保存— を開く[ログストリームをダウンロード]ダイアログボックス。これにより、ダウ
ンロードフォルダを選択し、ログイベントを含むファイルの名前を変更できます。

CloudWatch の操作は、JetBrains 用の AWS ツール
キットを使用してインサイトを記録します。
JetBrains 用 AWS ツールキットを使用して、CloudWatch Logs インサイトを操作できます。CloudWatch 
Logs Insights では、Amazon CloudWatch Logs のログデータをインタラクティブに検索および分析でき
ます。詳細については、「」を参照してください。CloudWatch Logs Insights を使用したログデータの分
析()Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド。

CloudWatch Logs Insights の IAM アクセス許可
CloudWatch Logs インサイトのクエリ結果を実行および表示するには、次の権限が必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement" : [ 
    { 
      "Effect" : "Allow", 
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      "Action" : [ 
        "logs:StartQuery", 
        "logs:GetQueryResults", 
        "logs:GetLogRecord", 
        "logs:describeLogGroups", 
        "logs:describeLogStreams" 
      ], 
      "Resource" : "*" 
    } 
  ]
} 
     

以下の権限は必要ありませんが、関連する結果ペインまたは IDE を閉じると、AWS Toolkit for JetBrains 
が現在実行中のクエリを自動的に停止できるようにします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement" : [ 
    { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : [ 
        "logs:StopQuery" 
      ], 
      "Resource" : "*" 
    } 
  ]
} 
     

CloudWatch Logs Insights を使用する
CloudWatch Logs インサイトのクエリエディターを開くには

1. AWS Explorer を開きます。 (p. 19)。
2. [] をダブルクリックします。[CloudWatch Logs][] ノードをクリックして、ロググループのリストを展

開します。
3. 開くロググループを右クリックし、クエリエディタを開きます。

CloudWatch Logs Insights クエリを開始するには

1. 左クエリロググループウィンドウで、必要に応じてクエリパラメータを変更します。

日付または相対時間で時間範囲を選択できます。

-クエリロググループフィールドは、CloudWatch Logs Insights クエリ構文を受け入れます。詳細につ
いては、「」を参照してください。CloudWatch Logs Insights クエリ構文()Amazon CloudWatch Logs 
ユーザーガイド。

2. 選択Execute[(クエリを開始します)] を選択します。

CloudWatch Logs Insights クエリを保存するには

1. クエリ名を入力します。
2. 選択クエリを保存。

選択したロググループとクエリが AWS アカウントに保存されます。時間範囲は保存されません。
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保存されたクエリは、CloudWatch Logs インサイト AWS マネジメントコンソールページから取得し
て再利用することができます。

保存された CloudWatch Logs インサイトクエリを取得するには

1. 左クエリロググループウィンドウで、保存されたクエリを取得する。
2. 目的のクエリを選択し、OK。

選択したロググループとクエリによって、既存のダイアログ内の情報が置き換えられます。

クエリ結果をナビゲートするには

• CloudWatch Logs Insightsクエリ結果ウィンドウの右上隅で、クエリエディタを開きます。

個々のログレコードを表示するには

• クエリ結果ウィンドウで、行をダブルクリックして、そのログレコードの詳細を含む新しいタブを開
きます。

また、ログレコードに関連付けられたログストリームに移動するには、ログストリームの表示右上隅
にあります。

AWS Toolkit for Jetbrains を使用して Amazon 
Elastic Container Service を使用する

以下のトピックでは、AWS Toolkit for JetBrains を使用して、AWS アカウントの Amazon ECS リソース
を操作する方法について説明します。

トピック
• JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した Amazon Elastic コンテナサービスのクラスターでのコード

のデバッグ (p. 70)

JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した Amazon 
Elastic コンテナサービスのクラスターでのコードのデ
バッグ
AWS Toolkit for Jetbrains を使用して、AWS アカウントの Amazon Elastic Container Service (Amazon 
ECS) クラスター内のコードをデバッグできます。

Note

Amazon ECS クラスターのデバッグコードは、現在ベータ版です。
この機能は、開発環境での使用を目的としています。本番環境では使用しないでくださ
い。Amazon ECS クラスターでコードをデバッグすると、AWS アカウントのリソースの状態が
変更されます。これには、関連付けられた Amazon ECS サービスの停止や設定の変更が含まれま
す。また、コードのデバッグが有効になっているときにリソースの状態を手動で変更すると、予
期しない結果になる可能性があります。
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Prerequisites
コードのデバッグを開始する前に、次のものが必要です。

1. コードをデバッグするために使用する Docker イメージ。このイメージは、次のいずれかでホストで
きます。

• AWS アカウントの Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)。
• Amazon ECR で既存の画像を検索するには、イメージのプルAmazon Elastic Container Registry 

ユーザーガイド 以下の資料も参照してください。Amazon ECS での Amazon ECR イメージの使
用Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド

• Amazon ECR で新しいイメージを作成するには、イメージのプッシュAmazon Elastic Container 
Registry ユーザーガイド 以下の資料も参照してください。Amazon ECS での Amazon ECR イ
メージの使用Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド

• Docker Hub。（Docker Hubでホストされていない画像（Microsoft Dotnet-コアランタイム—はサ
ポートされていません)。
• Docker Hub で既存のイメージを見つけるには、Docker Hub のウェブサイトにある Explorer - 

Docker Hub を参照してください。
• Docker Hub で新しいイメージを作成するには、Docker ドキュメントウェブサイトの Docker Hub 

クイックスタートを参照してください。

Note

まだイメージがない場合は、以下のいずれかをおすすめします。

• Javaの場合は、amazoncorrettoの最新バージョンについては、Amazon Corretto(Open 
Java Development Kit (OpenJDK) の無償でマルチプラットフォーム対応の本番稼働可能な
ディストリビューション)、または他のamazoncorrettoDocker Hubのウェブサイトにリ
ストされている画像デバッグするコードと互換性のある。

• Python の場合は、Python の最新バージョンの python か、デバッグするコードと互換性
のある Docker Hub ウェブサイトにリストされているその他の python イメージのいずれ
かを使用します。

• Node.js の場合は、Node.js の最新バージョンの node か、デバッグするコードと互換性の
ある Docker Hub ウェブサイトにリストされているその他の node イメージのいずれかを
使用します。

2. AWS アカウントで、デバッグするコードに必要な AWS アクセス許可を持つ AWS AWS Identity 
and Access Management (IAM) ロール。このロールは、Amazon Elastic Container Service 
(Amazon ECS) によってタスクロールとして使用されます。また、このタスクロールには、ecs-
tasks.amazonaws.comサービスプリンシパルであり、AmazonSSMManagedInstanceCoreAWS 
管理ポリシー。詳細については、「」を参照してください。Amazon ECS タスクロールをセットアッ
プする (p. 73)。

3. AWS アカウントで、デバッグするサービスを含む Amazon ECS クラスター。詳細については、「」
を参照してください。Amazon ECS クラスターをセットアップする (p. 73)。

4. AWS アカウントで、AWS Toolkit for JetBrains に接続するときに指定する AWS 認証情報に関連付け
られた、適切な IAM エンティティ (IAM ユーザー、グループ、ロールなど) に追加する特定の IAM カ
スタマー管理ポリシー。詳細については、「」を参照してください。IAM カスタマー管理ポリシーを 
IAM エンティティに追加する (p. 74)。

5. ローカル開発マシンで、デバッグするコードのコピー。

デバッグコード
上記の 前提条件 (p. 71)を完了すると、、次のようにコードをデバッグできます。
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1. AWS Explorer を開く (p. 19)まだ開いていない場合。そのファイルにAmazon ECS クラス
ター (p. 73)AWS リージョンが現在のリージョンとは異なる AWS リージョンにある場合、別の 
AWS リージョンに切り替える (p. 18)を含むものです。

2. [ECS]、[クラスター] の順に展開します。
3. Amazon ECS クラスターを展開し、サービスを右クリックして、[クラウドデバッグの有効化。たとえ

ば、次のスクリーンショットでは、クラスターは [java] という名前で、サービスは、[java-service] と
いう名前です。

4. プロンプトが表示されたら、[] を選択します。Amazon ECS タスクロール (p. 73)[] を選択してか
ら、[OK。

ステータスバーに、[Configuring Cloud Debugging resource (Cloud Debugging リソースの設定)] とい
うメッセージが表示されます。まで待ちますビルド出力[] タブにあるをビルドするツールウィンドウ
に、設定に成功したことを示すメッセージが表示されます。(関連するポップアップも右下隅に表示さ
れます)。これには数分間かかります。

Note

AWS アカウントで初めてコードのデバッグを有効にすると、AWS Toolkit for JetBrains に
よって、AWS アカウントに Amazon S3 バケットが作成されます。バケット名は do-not-
delete-cloud-debug-Region-ID-account-ID の形式に従います。JetBrains Toolkit は
このバケットに情報を保存し、コードのデバッグを有効にします。このバケットを削除した
り、その内容を変更しないでください。 そうすると、コードのデバッグが機能しなくなっ
たり、予期しない結果が生じることがあります。このバケットを誤って削除または変更す
ると、JetBrains Toolkit はバケットの再作成を試みます。また、JetBrains ツールキットで
バケットを再作成するように強制するには、クラウドデバッグの有効化をもう一度実行する
か、クラウドデバッグを無効にするこの手順の後半で説明する。

5. デバッグするコードが表示された状態で、[AWS Explorerを拡張します。ECSを拡張します。クラス
ター[] クラスターを展開します。デバッグアイコンが横にあるサービスが表示されます。これは、そ
のサービスがクラウドデバッグに対して有効になっていることを示します。デバッグアイコンが表示
されたサービスを右クリックし、[デバッグ] を選択します。

6. [設定の編集] (p. 127) ダイアログボックスに入力し、[デバッグ] を選択します。

Note

この設定を後で変更するには、メニューバーで [実行]、[設定の編集] の順に選択します。次
に、を展開しますAmazon ECS サービスクラウドのデバッグ[] をクリックし、サービスの名
前を選択します。

7. IDE の組み込みデバッグツールを使用して、通常どおりにコードをデバッグします。
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8. コードを変更した場合は、デバッグを再度開始できます。左AWS Explorerを拡張します。ECSを拡張
します。クラスター[] クラスターを展開します。デバッグアイコンが横にあるサービスを右クリック
し、[デバッグ] を選択します。

9. 関連する Dockerfile に変更を加えた場合は、Docker イメージを再構築して再公開し、この手順を
最初から繰り返す必要があります。

10. デバッグを無効にするには、[AWS Explorerを拡張します。ECSを拡張します。クラスター[] ク
ラスターを展開します。デバッグアイコンが横にあるサービスを右クリックし、[Disable Cloud 
Debugging (Cloud Debugging を無効にする)] を選択します。デバッグが無効になっていることを確認
するポップアップが表示されます。

Amazon ECS タスクロールの設定
以下の情報は、Amazon ECS が必要とするアクセス権限に適用されます。これはAWS Toolkit for 
JetBrains に必要なアクセス許可 (p. 74)。

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターでコードをデバッグするには、ま
ず AWS アカウントに、デバッグするコードに必要な AWS アクセス許可を持つ AWS Identity and 
Access Management (IAM) ロールが必要です。このロールは、Amazon Elastic Container Service 
(Amazon ECS) によってタスクロールとして使用されます。また、このタスクロールには、ecs-
tasks.amazonaws.comサービスプリンシパルであり、AmazonSSMManagedInstanceCoreAWS 管理
ポリシー。

これらの要件を満たすロールを作成するには、「」を参照してください。AWS Service (コンソール) 用の
ロールを作成するIAM ユーザーガイド

1. [このロールを使用するサービスを選択] で、[Elastic Container Service] を選択します。
2. [ユースケースの選択] には、[Elastic Container Service タスク] を選択します。
3. [Attach permissions policies (アクセス権限ポリシーのアタッチ)] で 

[AmazonSSMManagedInstanceCore] を選択します。

既存の Amazon ECS タスクロールに追加の AWS 権限を追加するには、」ロールの修正 (コンソール)IAM 
ユーザーガイド

Amazon ECS クラスターのセットアップ
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターでコードをデバッグするには、まず AWS ア
カウントに、デバッグするサービスを含む Amazon ECS クラスターが必要です。

Fargate クラスターのセットアップ

最小要件を満たす Fargate クラスター、サービス、およびタスク定義をすばやく作成するには、Amazon 
ECS Fargate 開始AWS Fargate for Amazon Elastic Container Service ユーザーガイド 必要な設定は、[] だ
けです。ステップ 1: コンテナとタスク。具体的には、コンテナの名前を指定した後、[コンテナの定義] で 
[設定] を選択します。次に、デバッグするコードと互換性のある [イメージ] を指定します。

Amazon EC2 クラスターのセットアップ

Amazon EC2 管理クラスターの作成方法については、「」を参照してください。Amazon EC2 を使用する 
Amazon ECS の使用開始()Amazon Elastic Container Service

Note

まだイメージがない場合は、以下のいずれかをおすすめします。
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• Javaの場合は、amazoncorrettoの最新バージョンの Amazon Corretto、または他
のamazoncorrettoDocker Hubのウェブサイトにリストされている画像デバッグするコードと
互換性のある。

• Python の場合は、Python の最新バージョンの python か、デバッグするコードと互換性のあ
る Docker Hub ウェブサイトにリストされているその他の python イメージのいずれかを使用
します。

• Node.js の場合は、Node.js の最新バージョンの node か、デバッグするコードと互換性のある
Docker Hub ウェブサイトにリストされているその他の node イメージのいずれかを使用しま
す。

高度なシナリオでは、クラスター、タスク定義、およびサービスを個別に作成できます。そのために
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの次の項目を参照してください。

• クラスターの作成— 用クラスターテンプレートの選択場合は、[] のいずれかを選択できます。ネット
ワークのみ (Fargate 用)またはEC2 Linux + ネットワーク (EC2 用)。

• タスク定義の作成— 用起動タイプの互換性を選択する[] で、対応する起動タイプを選択します。
• サービスの作成— 用サービスの構成で、対応する起動タイプ。

IAM カスタマー管理ポリシーの追加
以下の情報は、JetBrains 用 AWS Toolkit が必要とするアクセス許可に適用されます。これはAmazon ECS 
が必要とするアクセス許可 (p. 73)。

Amazon ECS クラスターでコードをデバッグするように設定する場合は、AWS セキュリティのベストプ
ラクティスの最小限の特権を許可。最小権限を付与することは、タスクの実行に必要な権限のみを付与す
ることを意味します。Amazon ECS クラスターでコードをデバッグするための最小限の特権を付与するに
は、IAM エンティティ (IAM ユーザー、グループ、ロールなど) に特定の IAM カスタマー管理ポリシーを
アタッチする必要があります。IAM エンティティは、次の場合に指定する認証情報に関連付ける必要があ
ります。AWS Toolkit for JetBrains に接続する (p. 44)。

次のポリシーステートメントでは、アクセス権限は 2 つの Amazon ECS サービスにMyServiceお
よびMyOtherServiceという名前の 2 つの Amazon ECS タスクロールに加えてMyTaskRoleおよ
びMyOtherTaskRoleという名前の 2 つの Amazon ECS 実行タスクロールMyExecutionTaskRoleおよ
びMyOtherExecutionTaskRole。これらのサンプルサービスおよびタスクロールの名前を自分のものと
一致するように変更し、このポリシーを適切な IAM エンティティにアタッチします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowedECSServices", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:UpdateService" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecs:*:*:service/*/cloud-debug-*", 
                "arn:aws:ecs:*:*:service/*/MyService", 
                "arn:aws:ecs:*:*:service/*/MyOtherService" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:SimulatePrincipalPolicy" 
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            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowedIAMRoles", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/MyTaskExecutionRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/MyOtherTaskExecutionRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/MyTaskRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/MyOtherRole" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::do-not-delete-cloud-debug-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:ListClusters", 
                "ecs:ListServices", 
                "ecs:DescribeServices", 
                "ecs:ListTasks", 
                "ecs:DescribeTasks", 
                "ecs:DescribeTaskDefinition", 
                "elasticloadbalancing:DescribeListeners", 
                "elasticloadbalancing:DescribeRules", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream" 
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            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:cloud-debug*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:CreateService", 
                "ecs:DeleteService" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:service/*/cloud-debug*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:RegisterTaskDefinition" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticloadbalancing:ModifyListener", 
                "elasticloadbalancing:ModifyRule", 
                "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup", 
                "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/cloud-debug*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:StartSession", 
                "ssm:TerminateSession", 
                "ssm:ResumeSession", 
                "ssm:DescribeSessions", 
                "ssm:GetConnectionStatus" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "application-autoscaling:RegisterScalableTarget", 
                "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget", 
                "application-autoscaling:DescribeScalableTargets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS マネジメントコンソール内の IAM コンソールなどのツールを使用して、IAM カスタマー管理ポリ
シーを作成するし、適切な IAM エンティティにポリシーを追加する(IAM ユーザー、グループ、ロールな
ど)。
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Amazon EventBridge を使用して AWS EventBridge 
を操作する

以下のトピックでは、AWS アカウントの Amazon EventBridge スキーマを操作するために JetBrains 用 
AWS Toolkit for JetBrains を使用する方法について説明します。

トピック
• Amazon EventBridge スキーマの使用 (p. 77)

Amazon EventBridge スキーマの使用
Amazon EventBridge スキーマの操作には、JetBrains 用 AWS Toolkit for JetBrains を使用します。

Note

EventBridge スキーマの操作は、現在 IntelliJ 用 AWS Toolkit および PyCharm 用 AWS Toolkit で
のみサポートされています。

以下の情報は、すでにAWS Toolkit for JetBrains を設定する (p. 40)。

目次
• 使用可能なスキーマの表示 (p. 77)
• 使用可能なスキーマの検索 (p. 77)
• 使用可能なスキーマのコードを生成する (p. 78)
• 使用可能なスキーマを使用する AWS サーバーレスアプリケーションモデルアプリケーションを作成

する (p. 78)

使用可能なスキーマの表示
1. とAWS Explorer でを使用する (p. 111)ツールウィンドウが表示されたら、スキーマ。
2. 表示するスキーマを含むレジストリの名前を展開します。たとえば、AWS が提供するスキーマの多く

は、aws.eventsレジストリです。
3. エディタでスキーマを表示するには、スキーマのタイトルを右クリックし、コンテキストメニューで 

[スキーマの表示] を選択します。

使用可能なスキーマの検索
とAWS Explorer でを使用する (p. 111)ツールウィンドウが表示されたら、次のいずれかを実行します。

• 検索するスキーマのタイトルの入力を開始します。-AWS Explorer でを使用する一致を含むスキーマの
タイトルがハイライト表示されます。

• [スキーマ] を右クリックし、コンテキストメニューから [スキーマの検索] を選択します。左EventBridge 
スキーマの検索ダイアログボックスで、検索するスキーマのタイトルの入力を開始します。ダイアログ
ボックスには、一致を含むスキーマのタイトルが表示されます。

• [スキーマ] を展開します。検索するスキーマが含まれているレジストリの名前を右クリックし、[Search 
Schemas in Registry (レジストリのスキーマの検索)] を選択します。左EventBridge スキーマの検索ダイ
アログボックスで、検索するスキーマのタイトルの入力を開始します。ダイアログボックスには、一致
を含むスキーマのタイトルが表示されます。

一致のリスト内のスキーマを表示するには、次のいずれかの操作を行います。
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• エディタにスキーマを表示するには、AWS Explorer でを使用する[スキーマのタイトルを右クリック
し、[] ツールバーで [] を選択します。スキーマを表示。

• 左EventBridge スキーマの検索ダイアログボックスで、スキーマを表示するスキーマのタイトルを選択
します。

使用可能なスキーマのコードを生成する
1. とAWS Explorer でを使用する (p. 111)ツールウィンドウが表示されたら、スキーマ。
2. コードを生成するスキーマを含むレジストリの名前を展開します。
3. スキーマのタイトルを右クリックし、[Download code bindings (コードバインドのダウンロード)] を

選択します。
4. [Download code bindings (コードバインドのダウンロード)] ダイアログボックスで、次の項目を選択

します。

• コードを生成するスキーマのバージョン。
• コードを生成する、サポートされているプログラミング [言語] および言語バージョン。
• 生成されたコードをローカルの開発マシンに保存する [ファイルの場所]。

5. [Download] を選択します。

使用可能なスキーマを使用する AWS サーバーレスアプリケー
ションモデルアプリケーションを作成する
1. [ファイル] メニューで [New]、[Project] の順に選択します。
2. 左新しいプロジェクト] ダイアログボックスで、AWS。
3. 選択AWS サーバーレスアプリケーション[] を選択してから、[次。
4. 次を指定します:

• プロジェクトのプロジェクト名。
• プロジェクトのローカル開発マシン上の [プロジェクトの場所]。
• サポートされている AWS Lambdaランタイム[] を選択します。
• AWS Serverless Application Model (AWS SAM)SAM テンプレート[] を選択します。現在、次の選択

肢があります。
• AWS SAM EventBridge Hello ワールド (EC2 インスタンスの状態変更)-デプロイすると、AWS 

Lambda 関数および関連付けられた Amazon API Gateway エンドポイントが作成されます。デ
フォルトでは、この関数とエンドポイントは Amazon EC2 インスタンスのステータスの変更にの
み応答します。

• AWS SAM EventBridge を一から作成 (スキーマレジストリからのイベントトリガー用)-デプロイ
すると、AWS Lambda 関数および関連付けられた Amazon API Gateway エンドポイントが作成
されます。この関数とエンドポイントは、指定したスキーマで使用可能なイベントに応答できま
す。

このテンプレートを選択する場合は、以下も指定する必要があります。
• 使用する名前付きプロファイル、[認証情報]。
• AWSリージョンを使用します。
• The EventBridgeイベントスキーマを使用します。

• プロジェクトに使用する SDK のバージョン (プロジェクト SDK)。

AWS サーバーレスアプリケーションプロジェクトを作成したら、次の操作を実行できます。
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• アプリケーションのデプロイ (p. 104)
• アプリケーションの設定の変更(更新) (p. 105)
• デプロイされたアプリケーションの削除 (p. 107)

また、アプリケーションの一部である Lambda 関数を使用して、次の操作を実行することもできます。

• 関数のローカルバージョンの実行 (呼び出し) またはデバッグ (p. 81)
• 関数のリモートバージョンを実行する (呼び出す) (p. 82)
• 関数の設定を変更する (p. 83)
• 関数を削除する (p. 85)

JetBrains 用 AWS Toolkit for JetBrains を使用した 
AWS Lambda

以下のトピックでは、AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS アカウントの AWS Lambda 関数を操作
する方法について説明します。

トピック
• JetBrains 用 AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS Lambda 関数を作成する (p. 79)
• JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS Lambda 関数のローカルバージョンの実行（呼び出

し）またはデバッグ (p. 81)
• JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS Lambda 関数のリモートバージョンの実行（呼び出

し） (p. 82)
• JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS Lambda 関数の設定の変更（更新） (p. 83)
• JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS Lambda 関数の削除 (p. 85)

JetBrains 用 AWS Toolkit for JetBrains を使用して 
AWS Lambda 関数を作成する
AWS Toolkit for JetBrains を使用して、AWS サーバーレスアプリケーションの一部である AWS Lambda 
関数を作成できます。または、スタンドアロン Lambda 関数を作成することもできます。

AWS サーバーレスアプリケーションの一部である Lambda 関数を作成するには、このトピックの残りの
部分をスキップして、アプリケーションを作成する (p. 100)代わりにを使用します。

スタンドアロンの Lambda 関数を作成するには、最初にAWS Toolkit for JetBrains をインス
トールする (p. 4)まだ開いていない場合AWS アカウントに初めて接続する (p. 8)。次に、IntelliJ 
IDEA、PyCharm、WebStorm、またはJetBrains Riderがすでに実行されている状態で、次のいずれかの操
作を行います。

• AWS Explorer でを開く (p. 19)[] を開きます (まだ開いていない場合)。必要な場合別の AWS リージョ
ンに切り替えるには (p. 18)関数を作成するには、ここで行います。右クリックします。Lambdaを選択
し、AWS Lambda の作成。
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[関数の作成 (p. 113)] ダイアログボックスに入力し、[関数の作成] を選択します。JetBrains 用 
AWS ツールキットは、デプロイメントに対応する AWS CloudFormation スタックを作成し、関数名
をLambdaのリストAWS Explorer でを使用する。デプロイが失敗した場合は、次の手順で理由を判断で
きます。スタックのイベントログを表示する (p. 35)。

• Java、Python、Node.js、または C# の関数ハンドラを実装するコードファイルを作成します。

もし必要～別の AWS リージョンに切り替えるには (p. 18)を使用して実行（呼び出される）リモート関
数を作成するには、今すぐそれを行います。次に、コードファイルでLambdaアイコンをクリックし、
関数ハンドラの横にある [AWS Lambda の作成。[関数の作成 (p. 113)] ダイアログボックスに入力し、
[関数の作成] を選択します。

Note

そのファイルにLambdaアイコンが関数ハンドラの横にあるガターに表示されない場合は、設
定/Preferences (設定): ツール,AWS,Project Settings,すべての AWS Lambda ハンドラのガター
アイコンを表示する。また、関数ハンドラが対応する AWS SAM テンプレートですでに定義さ
れている場合、AWS Lambda の作成コマンドは表示されません。

あなたが選択した後関数の作成AWS Toolkit for JetBrains は、接続された AWS アカウントに対応す
る関数を Lambda サービスに作成します。操作が成功した場合、AWS Explorer でを使用するとする
と、Lambdaリストには、新しい関数の名前が表示されます。

• AWS Lambda 関数を含むプロジェクトをすでに所有していて、最初に別の AWS リージョンに切り
替えるには (p. 18)関数を作成するには、ここで行います。次に、関数ハンドラを含むコードファイル
でJava,Python,Node.js, またはC#] で、Lambda関数ハンドラの横にあるガーターアイコンをタップしま
す。選択AWS Lambda の作成で、関数の作成 (p. 113)] ダイアログボックスを開き、[関数の作成。

Note

そのファイルにLambdaアイコンが関数ハンドラの横にあるガターに表示されない場合は、設
定/Preferences (設定): ツール,AWS,Project Settings,すべての AWS Lambda ハンドラのガター
アイコンを表示する。また、AWS Lambda の作成コマンドは、関数ハンドラが対応する AWS 
SAM テンプレートですでに定義されている場合、表示されません。

あなたが選択した後関数の作成AWS Toolkit for JetBrains は、接続された AWS アカウントに対応する関
数を Lambda サービスに作成します。操作が成功した場合、AWS Explorer でを使用するでは、新しい
関数の名前がLambdaのリスト。

関数を作成すると、関数のローカルバージョンを実行 (呼び出し) またはデバッグしたり (p. 29)、リモート
バージョンを実行 (呼び出し) したりすることができます (p. 30)。
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JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS 
Lambda 関数のローカルバージョンの実行（呼び出
し）またはデバッグ
この手順を完了するには、以下を行う必要があります。AWS Lambda 関数を作成する (p. 28)実行 (呼び出
し) またはデバッグする (まだ作成していない場合)。

Note

Lambda 関数のローカルバージョンを実行 (呼び出し) またはデバッグし、デフォルト以
外のプロパティまたはオプションのプロパティを使用してその関数をローカルで実行 (呼
び出し) またはデバッグするには、最初にその関数の対応する AWS SAM テンプレート
ファイル (template.yamlプロジェクト内）。使用可能なプロパティのリストについて
は、」AWS::Serverless::Function()awslabs/サーバーレスアプリケーションモデルGitHub のリポ
ジトリです。

1. 次のいずれかを行ってください。

• の関数ハンドラを含むコードファイルでJava,Python,Node.js, またはC#で、関数ハンドラの横
にある Lambda アイコンを選択します。[Run '[Local]' (「[ローカル]」の実行)] または [Debug 
'[Local]' (「[ローカル]」のデバッグ)] を選択します。

• [プロジェクト] ツールウィンドウがすでに開かれていて、関数を含むプロジェクトが表示されて
いる状態で、プロジェクトの template.yaml ファイルを開きます。関数のリソース定義の横に
あるガーターで [実行] アイコンを選択し、[Run '[Local]' (「[ローカル]」の実行)] または [Debug 
'[Local]' (「[ローカル]」のデバッグ)] を選択します。

2. を完了します。構成の編集 (ローカル機能設定) (p. 119)ダイアログボックスに入力し (表示されてい
る場合)、[] を選択します。Runまたはデバッグ。結果は、[実行] または [デバッグ] ツールウィンドウ
に表示されます。

• そのファイルに設定を編集するダイアログボックスが表示されず、既存の設定を変更する場合は、
最初に設定を変更する (p. 31)この手順を最初から繰り返します。

• 設定の詳細が見つからない場合は、[] を展開しますテンプレート,AWS Lambda[] を選択してか
ら、ローカル。選択OKこの手順を最初から繰り返します。
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JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS 
Lambda 関数のリモートバージョンの実行（呼び出
し）
Aリモートのバージョンは、AWS アカウントの Lambda サービス内にソースコードが既に存在する関数で
す。

この手順を完了するには、最初にをインストールする (p. 4)AWS Toolkit for JetBrains およ
び、まだ使用していない場合は、AWS アカウントに初めて接続する (p. 8)。次に、IntelliJ 
IDEAR、PyCharm、WebStorm、またはJetBrainsライダーを実行している状態で、次の操作を行います。

1. AWS Explorer を開く (p. 19)[] を開きます (まだ開いていない場合)。必要な場合別の AWS リージョン
に切り替えるには (p. 18)関数を含む場合は、ここで行います。

2. 拡張Lambda次に、関数の名前が表示されていることを確認します。次に、この手順のステップ 3 に
スキップします。

関数の名前が表示されていない場合は、関数の名前が表示されます。Lambda 関数を作成す
る (p. 28)を実行する（呼び出す）。

関数をAWS サーバーレスアプリケーションの一部 (p. 28)などの別の処理も必要です。アプリケー
ションのデプロイ (p. 24)。

関数ハンドラを実装するコードファイルを作成して、関数を作成した場合Java,Python,Node.js, また
はC#をクリックし、コードファイルで、関数ハンドラの横にある Lambda アイコンを選択します。次
に [] を選択します。AWS Lambda の作成。[関数の作成 (p. 113)] ダイアログボックスに入力し、[関
数の作成] を選択します。

3. とLambdaで開くAWS Explorer でを使用する関数名を右クリックし、[] を選択します。'[リモート]' を
実行。

4. を完了します。設定の編集 (リモート機能設定) (p. 125)ダイアログボックスに入力し (表示されてい
る場合)、[] を選択します。Runまたはデバッグ。結果は、[実行] または [デバッグ] ツールウィンドウ
に表示されます。

• そのファイルに設定を編集するダイアログボックスが表示されず、既存の設定を変更する場合は、
最初に設定を変更する (p. 31)この手順を最初から繰り返します。

• 設定の詳細が見つからない場合は、[] を展開しますテンプレート,AWS Lambda[] を選択してか
ら、ローカル。選択OKこの手順を最初から繰り返します。
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JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS 
Lambda 関数の設定の変更（更新）
AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS Lambda 関数の設定を変更 (更新) するには、次のいずれかの操
作を行います。

• Java、Python、Node.js、または C# の関数ハンドラを含むコードファイルを開いた状態で、メイ
ンメニューで、[実行]、[設定の編集] を選択します。[Run/Debug Configurations (実行/デバッグ設
定) (p. 119)] ダイアログボックスに入力し、[OK] を選択します。

• AWS Explorer を開く (p. 19)[] を開きます (まだ開いていない場合)。必要な場合別の AWS リージョンに
切り替えるには (p. 18)関数を含む場合は、ここで行います。拡張Lambda次に、設定を変更する関数の
名前を選択し、次のいずれかの操作を行います。
• タイムアウト、メモリ、環境変数、実行ロールなどの設定を変更する関数の名前を右クリックし、[] 

を選択します関数設定の更新。

[Update Configuration (設定の更新) (p. 132)] ダイアログボックスに入力し、[更新] を選択します。
• 入力ペイロードなどの設定を変更する— メインメニューで、Run,設定を編集する。[Run/Debug 

Configurations (実行/デバッグ設定) (p. 119)] ダイアログボックスに入力し、[OK] を選択します。
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設定の詳細が見つからない場合は、最初に [] を展開しますテンプレート,AWS Lambda[] を選択して
から、ローカル(関数のローカルバージョン) またはリモート（同じ機能のリモートバージョン用）。
[OK] を選択し、この手順を最初から繰り返します)。

• 関数ハンドラ名や Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ソースバケットなどの設定を変更す
る— 関数名を右クリックし、[] を選択します関数コードの更新。

[Update Code (コードの更新) (p. 131)] ダイアログボックスに入力し、[更新] を選択します。
• 上記の箇条書きに記載されていないその他の使用可能なプロパティ設定を変更する— 関数の対応する 

AWS SAM テンプレートファイル (たとえば、template.yamlプロジェクト内）。
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使用可能なプロパティ設定のリストについては、」AWS::Serverless::Function()awslabs/サーバーレス
アプリケーションモデルGitHub のリポジトリです。

JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS 
Lambda 関数の削除
AWS Toolkit を使用して、AWS サーバーレスアプリケーションの一部である AWS Lambda 関数を削除し
たり、スタンドアロンの Lambda 関数を削除したりできます。

AWS サーバーレスアプリケーションの一部である Lambda 関数を削除するには、このトピックの残りの
部分をスキップして、アプリケーションの削除 (p. 107)代わりにを使用します。

スタンドアロン Lambda 関数を削除するには、以下を実行します。

1. AWS Explorer を開く (p. 19)[] を開きます (まだ開いていない場合)。必要な場合別の AWS リージョン
に切り替えるには (p. 18)関数を含む場合は、ここで行います。

2. 拡張Lambda。
3. 削除する関数の名前を右クリックし、[Delete Function (関数の削除)] を選択します。

4. 関数名を入力して削除を確認し、[OK] を選択します。関数の削除が成功すると、AWS Toolkit for 
JetBrains により、関数の名前がLambdaのリスト。

JetBrains 用の AWS ツールキットを使用した 
Amazon RDS へのアクセス

Amazon Relational Database Service RDS (Amazon RDS) を使用すると、クラウドでの SQL リレーショ
ナルデータベースシステムのプロビジョニングと管理を行うことができます。JetBrains 用の AWS Toolkit 
を使用すると、次の Amazon RDS データベースエンジンに接続して操作できます。

• Aurora — クラウド用に構築された MySQL および PostgreSQL 互換のリレーショナルデータベース。詳
細については、「」を参照してください。Amazon Aurora ユーザーガイド。

• MySQL — Amazon RDS は、オープンソースのリレーショナルデータベースのいくつかのメジャー
バージョンをサポートしています。詳細については、「」を参照してください。Amazon RDS 上の 
MySQL()Amazon RDS ユーザーガイド。
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• PostgreSQL — Amazon RDS は、オープンソースのオブジェクトリレーショナルデータベースのいくつ
かのメジャーバージョンをサポートしています。詳細については、「」を参照してください。Amazon 
RDS 上の PostgreSQL()Amazon RDS ユーザーガイド。

以下のトピックでは、RDS データベースにアクセスするための前提条件と、AWS Toolkit for JetBrains を
使用してデータベースインスタンスに接続する方法について説明します。

トピック
• Amazon RDS データベースにアクセスするための前提条件 (p. 86)
• Amazon RDS データベースに接続する (p. 87)

Amazon RDS データベースにアクセスするための前提
条件
JetBrains 用 AWS Toolkit を使用して Amazon RDS データベースに接続するには、事前に以下のタスクを
すべて実行する必要があります。

• DB インスタンスを作成し、その認証方法を設定する (p. 86)
• DataGrip のダウンロードとインストール (p. 87)

Amazon RDS DB インスタンスの作成と認証方法の設定
JetBrains 用 AWS Toolkit を使用すると、AWS で作成および設定済みの Amazon RDS DB インスタンス
に接続できます。DB インスタンスはクラウドで実行される独立したデータベース環境で、複数のユー
ザーが作成したデータベースを含めることができます。サポートされているデータベースエンジン用
の DB インスタンスを作成する方法については、を参照してください。Amazon RDS リソースの開始方
法()Amazon RDS ユーザーガイド。

AWS Toolkit for JetBrains を使用してデータベースに接続する場合、ユーザーは IAM 認証情報または
Secrets Manager を使用して認証を選択できます。次の表に、両方のオプションの主な機能と情報リソー
スを示します。

認証方法 仕組み 詳細情報

IAM 認証情報を使用してConnect IAM データベース認証では、認
証は AWS Identity and Access 
Management (IAM) の認証情報を
使用して外部的に管理されるた
め、ユーザー認証情報をデータ
ベースに保存する必要はありま
せん。

デフォルトでは、IAM データ
ベース認証は DB インスタンス
で無効になっています。AWS マ
ネジメントコンソール、AWS 
CLI、または API を使用し
て、IAM データベース認証を有
効にする (またはもう一度無効に
する) ことができます。

• Amazon RDS での Identity and 
Access Management()Amazon 
RDS ユーザーガイド。

• AWS ナレッジセンター記
事: IAM 認証情報を使用して 
Amazon RDS MySQL DB イン
スタンスへの認証をユーザー
に許可するにはどうすればよ
いですか？
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認証方法 仕組み 詳細情報

AWS Secrets Manager との
Connect

データベース管理者は、シーク
レットSecrets Manager にシーク
レットとしてデータベースの資
格情報を格納できます。Secrets 
Manager は、認証情報をシーク
レット内に暗号化し、保護され
た秘密のテキスト。

アクセス許可を持つアプリケー
ションがデータベースにアクセ
スすると、Secrets Manager は保
護されたシークレットテキスト
を復号化し、保護されたチャネ
ルを介して返します。クライア
ントは、返された認証情報、接
続文字列、およびその他の必要
な情報を解析し、その情報を使
用してデータベースにアクセス
します。

• AWS Secrets Manager と
は何ですか?()AWS Secrets 
Manager ユーザーガイド。

• チュートリアル: AWS デー
タベースのシークレットの
ローテーション()AWS Secrets 
Manager ユーザーガイド。

• AWS セキュリティブログ:
Secrets Manager を使用して 
Amazon RDS データベース認
証情報を自動的に更新する。

DataGrip を使用した Amazon RDS データベースの操作
Amazon RDS データソースに接続したら、そのデータソースとの対話を開始できます。JetBrains の 
DataGrip を使用すると、SQL の書き込み、クエリの実行、データのインポート/エクスポートなど
のデータベースタスクを実行できます。DataGripが提供する機能は、JetBrains IDEの範囲のデータ
ベースプラグインでも利用できます。DataGrip の詳細については、「」を参照してください。https:// 
www.jetbrains.com/datagrip/。

Amazon RDS データベースに接続する
とAWS Explorer でを使用するでは、Amazon RDS データベースを選択し、認証方法を選択してから、接
続設定を構成できます。接続のテストが完了したら、JetBrains DataGrip を使用してデータソースとのや
り取りを開始できます。

Important

[] を完了したことを確認してくださいの前提条件 (p. 86)を使用して、ユーザーが Amazon 
RDS データベースにアクセスして操作できるようにします。

任意の認証方法を使用してデータベースインスタンスに接続する手順については、タブを選択します。

Connect with IAM credentials

1. AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。
2. [] をクリックします。Amazon RDSノードをクリックして、サポートされているデータベースエ

ンジンのリストを展開します。
3. サポートされているデータベースエンジン (Aurora、MySQL、または PostgreSQL) ノードをク

リックして、使用可能なデータベースインスタンスのリストを展開します。

Note

Aurora を選択した場合は、MySQL クラスターと PostgreSQL クラスターのどちらを拡
張するかを選択できます。

4. データベースを右クリックし、[] を選択しますIAM 認証情報を使用してConnect。
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Note

または、[] を選択することもできますARNをコピーをクリックして、データベースの 
Amazon リソースネーム (ARN) をクリップボードに追加します。

5. 左データソースとドライバダイアログボックスで、以下の手順を実行して、データベース接続を
開くようにします。

• 左インポートされたデータソースウィンドウで、正しいデータソースが選択されていることを
確認します。

• メッセージが表示されている場合は、不足しているドライバファイルをダウンロードする] 
で、[Driver] に移動します（レンチアイコン）をクリックして、必要なファイルをダウンロード
します。

6. 左全般] タブの設定ウィンドウで、次のフィールドに正しい値が表示されていることを確認しま
す。

• ホスト/ポート— データベースへの接続に使用されるエンドポイントとポートです。AWS 
クラウドでホストされている Amazon RDS データベースの場合、エンドポイントは常
にrds.amazon.com。プロキシを介して DB インスタンスに接続する場合は、これらのフィー
ルドを使用してプロキシの接続の詳細を指定します。

• 認証–AWS IAM（IAM 認証情報を使用した認証）。
• ユーザー— データベースユーザーアカウントの名前。
• 認証情報— AWS アカウントへのアクセスに使用される認証情報。
• リージョン— データベースがホストされる AWS リージョン。
• RDS ホスト/ポート— AWS マネジメントコンソールに表示されるデータベースのエンドポイン

トとポートです。別のエンドポイントを使用して DB インスタンスに接続する場合、プロキシ
の接続の詳細をホスト/ポートフィールド (前に説明しました)。

• データベース— データベースの名前。
• URL— JetBrains IDE がデータベースに接続するために使用する URL です。
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Note

[] を使用して構成できる接続設定の詳細については、データソースとドライバ] ダイアロ
グボックスの詳細については、「」を参照してくださいJetBrains IDE のドキュメント使
用している OS

7. 接続設定が正しいことを確認するには、[接続のテスト。

緑色のチェックマークは、テストが成功したことを示します。
8. 選択適用] をクリックして設定を適用し、[OKをクリックして、データソースの使用を開始しま

す。

-データベースツールウィンドウが開きます。これにより、使用可能なデータソースがツリーとし
て表示され、スキーマ、テーブル、キーなどのデータベース要素を表すノードが表示されます。

Important

を使用するにはデータベースツールウィンドウを開くには、まず JetBrains から 
DataGrip をダウンロードしてインストールする必要があります。詳細については、「」
を参照してください。https://www.jetbrains.com/datagrip/。

Connect with Secrets Manager

1. AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。
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2. [] をクリックします。Amazon RDSノードをクリックして、サポートされているデータベースエ
ンジンのリストを展開します。

3. サポートされているデータベースエンジン (Aurora、MySQL、または PostgreSQL) ノードをク
リックして、使用可能なデータベースインスタンスのリストを展開します。

Note

Aurora を選択した場合は、MySQL クラスターと PostgreSQL クラスターのどちらを拡
張するかを選択できます。

4. データベースを右クリックし、[] を選択しますSecrets Manager Connect する。

Note

または、[] を選択することもできますARNをコピーをクリックして、データベースの 
Amazon リソースネーム (ARN) をクリップボードに追加します。

5. 左データベースシークレットの選択ダイアログボックスで、ドロップダウンフィールドを使用し
てデータベースの認証情報を選択し、作成。

6. 左データソースとドライバダイアログボックスで、以下の手順を実行して、データベース接続を
開くようにします。

• 左インポートされたデータソースウィンドウで、正しいデータソースが選択されていることを
確認します。

• メッセージが表示されている場合は、不足しているドライバファイルをダウンロードする] 
で、[Driver] に移動します（レンチアイコン）をクリックして、必要なファイルをダウンロード
します。

7. 左全般] タブの設定ウィンドウで、次のフィールドに正しい値が表示されていることを確認しま
す。

• ホスト/ポート— データベースへの接続に使用されるエンドポイントとポートです。AWS 
クラウドでホストされている Amazon RDS データベースの場合、エンドポイントは常
にrds.amazon.com。プロキシデータベースを介してデータベースに接続する場合は、これら
のフィールドを使用してプロキシの接続の詳細を指定します。

• 認証–SecretsManager 認証(AWS Secrets Manager を使用した認証)。
• 認証情報— AWS アカウントへのアクセスに使用される認証情報。
• リージョン— データベースがホストされる AWS リージョン。
• シークレット名/ARN— 認証認証情報を含むシークレットの名前と ARN。接続設定を上書きす

るにはホスト/ポートフィールドで、シークレットのURLとポートを使用する] チェックボック
スをオンにします。

• データベース— 選択したデータベースインスタンスの名前。AWS Explorer でを使用する。
• URL— JetBrains IDE がデータベースに接続するために使用する URL です。

Note

認証にSecrets Manager を使用している場合、データベースのユーザー名とパスワード
のフィールドはありません。この情報は、シークレットの暗号化されたシークレット
データ部分に含まれています。
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Note

[] を使用して構成できる接続設定の詳細については、データソースとドライバ] ダイアロ
グボックスの詳細については、「」を参照してくださいJetBrains IDE のドキュメント使
用している OS

8. 接続設定が正しいことを確認するには、[接続のテスト。

緑色のチェックマークは、テストが成功したことを示します。
9. 選択適用] をクリックして設定を適用し、[OKをクリックして、データソースの使用を開始しま

す。

-データベースツールウィンドウが開きます。これにより、使用可能なデータソースがツリーとし
て表示され、スキーマ、テーブル、キーなどのデータベース要素を表すノードが表示されます。

Important

を使用するにはデータベースツールウィンドウを開くには、まず JetBrains から 
DataGrip をダウンロードしてインストールする必要があります。詳細については、「」
を参照してください。https://www.jetbrains.com/datagrip/。
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JetBrain for JetBrain AWS ツールキットを使用した 
Amazon Redshift へのアクセス

Amazon Redshift データウェアハウスは、エンタープライズクラスのリレーショナルデータベースクエリ
および管理システムです。JetBrains 用 AWS ツールキットを使用すると、Amazon Redshift クラスターに
接続して対話することができます。Amazon Redshift クラスターは、クライアントがそのクラスターでホ
ストされているデータベースに対してクエリを実行できるようにするノードのコレクションで構成されま
す。

以下のトピックでは、Amazon Redshift クラスターにアクセスするための前提条件と、AWS Toolkit for 
JetBrains を使用してクラスター内のデータベースに接続する方法について説明します。

トピック
• Amazon Redshift クラスターにアクセスするための前提条件 (p. 92)
• Amazon Redshift クラスターへの接続 (p. 93)

Amazon Redshift クラスターにアクセスするための前
提条件
JetBrain AWS Toolkit for JetBrains を使用して Amazon Redshift クラスターを操作するには、事前に以下
のタスクをすべて実行する必要があります。

• Amazon Redshift クラスターを作成し、その認証方法をセットアップする (p. 92)
• DataGrip のダウンロードとインストール (p. 93)

Amazon Redshift クラスターの作成と認証方法の設定
JetBrains 用 AWS Toolkit を使用すると、AWS ですでに作成および設定されている Amazon Redshift クラ
スターに接続できます。各クラスターは、1 つ以上のデータベースで構成されます。Amazon Redshift ク
ラスターの作成と設定の詳細については、Amazon Redshift の開始方法()Amazon Redshift の開始方法。

JetBrains 用 AWS Toolkit を使用してクラスターに接続する場合、ユーザーは IAM 認証情報または AWS 
Secrets Manager を使用して認証を選択できます。次の表に、両方のオプションの主な機能と情報リソー
スを示します。

認証方法 仕組み 詳細情報

IAM 認証情報を使用してConnect IAM データベース認証では、認
証は AWS Identity and Access 
Management (IAM) の認証情報を
使用して外部的に管理されるた
め、ユーザー認証情報をデータ
ベースに保存する必要はありま
せん。

デフォルトでは、IAM データ
ベース認証はデータベースイ
ンスタンスで無効になっていま
す。AWS マネジメントコンソー
ル、AWS CLI、または API を使
用して、IAM データベース認証

• Amazon Redshift で
の Identity and Access 
Management()Amazon 
Redshift クラスター管理ガイ
ド。
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認証方法 仕組み 詳細情報
を有効にする (またはもう一度無
効にする) ことができます

AWS Secrets Manager Connect 
する;

データベース管理者は、シーク
レットSecrets Manager にシーク
レットとしてデータベースの資
格情報を格納できます。Secrets 
Manager は、認証情報をシーク
レット内で暗号化し、保護され
た秘密のテキスト。

アクセス許可を持つアプリケー
ションがデータベースにアクセ
スすると、Secrets Manager は保
護されたシークレットテキスト
を復号化し、保護されたチャネ
ルを介して返します。クライア
ントは、返された認証情報、接
続文字列、およびその他の必要
な情報を解析し、その情報を使
用してデータベースにアクセス
します。

• AWS Secrets Manager と
は何ですか?()AWS Secrets 
Manager ユーザーガイド。

• Amazon Redshift のローテー
ションシークレット()AWS 
Secrets Manager ユーザーガイ
ド。

• AWS セキュリティブログ:
シークレットマネージャー
で Amazon DocumentDB and 
Amazon Redshift credentials in 
Secrets Manager。

を使用した Amazon RDS データベースの操作DataGrip
Amazon Redshift クラスターのデータベースに接続したら、データベースとの対話を開始できま
す。JetBrains の DataGrip を使用すると、SQL の書き込み、クエリの実行、データのインポート/エク
スポートなどのデータベースタスクを実行できます。DataGripが提供する機能は、JetBrains IDEの範
囲のデータベースプラグインでも利用できます。DataGrip の詳細については、「」を参照してくださ
い。https://www.jetbrains.com/datagrip/。

Amazon Redshift クラスターへの接続
とAWS Explorerでは、Amazon Redshift クラスターを選択し、認証方法を選択してから、接続設定を構成
できます。接続のテストが完了したら、JetBrains DataGrip を使用してデータソースとのやり取りを開始
することができます。

Important

[] を完了したことを確認しますの前提条件 (p. 92)を使用して、ユーザーが Amazon Redshift ク
ラスターとデータベースにアクセスして操作できるようにします。

任意の認証方法を使用してクラスターに接続するための手順については、タブを選択します。

Connect with IAM credentials

1. AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。
2. [] をクリックしますAmazon Redshift[] ノードをクリックして、使用可能なクラスターのリストを

展開します。
3. クラスターを右クリックし、[] を選択しますIAM 認証情報を使用してConnect。

Note

または、[] を選択することもできますARNをコピー[] をクリックして、クラスターの 
Amazon リソースネーム (ARN) をクリップボードに追加します。
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4. 左データソースとドライバダイアログボックスで、データベース接続を開くことができるよう
に、次の操作を行います。

• 左インポートされたデータソースウィンドウで、正しいデータソースが選択されていることを
確認します。

• メッセージが表示されている場合は、不足しているドライバファイルをダウンロードする] 
で、[Driver] に移動します（レンチアイコン）をクリックして、必要なファイルをダウンロード
します。

5. リポジトリの []全般タブの [] タブ設定ウィンドウで、次のフィールドに正しい値が表示されてい
ることを確認します。

• ホスト/ポート— クラスターへの接続に使用されるエンドポイントとポートです。AWS 
クラウドでホストされている Amazon Redshift クラスターの場合、エンドポイントは常
にredshift.amazon.com。

• 認証–AWS IAM（IAM 認証情報を使用した認証）。
• ユーザー— データベースユーザーアカウントの名前。
• 認証情報— AWS アカウントへのアクセスに使用される認証情報。
• リージョン— データベースがホストされている AWS リージョン。
• クラスター ID— [] で選択したクラスターの IDAWS Explorer。
• データベース— 接続するクラスターのデータベースの名前。
• URL— JetBrains IDE がクラスターのデータベースに接続するために使用する URL です。
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Note

[] を使用して設定できる接続設定の詳細については、データソースとドライバダイアロ
グボックスの詳細については、「」を参照してください。JetBrains IDE のドキュメン
ト使用している OS

6. 接続設定が正しいことを確認するには、[] を選択します。接続のテスト。

緑色のチェックマークは、テストが成功したことを示します。
7. 選択適用] を選択して設定を適用し、[] を選択しますOKをクリックして、データソース作業を開

始します。

-データベースツールウィンドウが開きます。これにより、使用可能なデータソースがツリーとし
て表示され、スキーマ、テーブル、キーなどのデータベース要素を表すノードが表示されます。

Important

を使用するにはデータベースツールウィンドウを開くには、まず JetBrains から 
DataGripをダウンロードしてインストールする必要があります。詳細については、「」
を参照してください。https://www.jetbrains.com/datagrip/。

Connect with Secrets Manager

1. AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。
2. [] をクリックしますAmazon Redshift[] ノードをクリックして、使用可能なクラスターのリストを

展開します。
3. クラスターを右クリックし、[] を選択しますSecrets Manager Connect する。

Note

または、[] を選択することもできますARNをコピー[] をクリックして、クラスターの 
Amazon リソースネーム (ARN) をクリップボードに追加します。

4. 左データベースシークレットの選択ダイアログボックスで、ドロップダウンフィールドを使用し
てデータベースの認証情報を選択し、作成。

5. 左データソースとドライバダイアログボックスで、データベース接続を開くことができるよう
に、次の操作を行います。

• 左インポートされたデータソースで、正しいデータソースが選択されていることを確認しま
す。

• ダイアログボックスにメッセージが表示された場合不足しているドライバファイルをダウン
ロードする] で、[Driver] に移動します（レンチアイコン）をクリックして、必要なファイルを
ダウンロードします。

6. リポジトリの []全般タブの [] タブ設定ウィンドウで、次のフィールドに正しい値が表示されてい
ることを確認します。

• ホスト/ポート— クラスターへの接続に使用されるエンドポイントとポートです。AWS 
クラウドでホストされている Amazon Redshift クラスターの場合、エンドポイントは常
にredshift.amazon.com。

• 認証–SecretsManager 認証(AWS Secrets Manager を使用した認証)。
• 認証情報— AWS アカウントへの接続に使用される認証情報。
• リージョン— クラスターがホストされている AWS リージョン。
• シークレット名/ARN— 認証認証情報を含むシークレットの名前、および ARN。接続設定を

オーバーライドする場合は、ホスト/ポートフィールドで、シークレットのURLとポートを使用
する] チェックボックスをオンにします。

• データベース— 接続するクラスターのデータベースの名前。
95

https://www.jetbrains.com/help/
https://www.jetbrains.com/help/
https://www.jetbrains.com/datagrip/


JetBrains の AWS Toolkit ユーザーガイド
Amazon Redshift クラスターへの接続

• URL— JetBrains IDE がデータベースに接続するために使用する URL。

Note

認証に AWS Secrets Manager を使用している場合、クラスターのユーザー名とパスワー
ドを指定するためのフィールドはありません。この情報は、シークレットの暗号化され
たシークレットデータ部分に含まれています。

Note

[] を使用して設定できる接続設定の詳細については、データソースとドライバダイアロ
グボックスの詳細については、「」を参照してください。JetBrains IDE のドキュメン
ト使用している OS

7. 接続設定が正しいことを確認するには、[] を選択します。接続のテスト。

緑色のチェックマークは、テストが成功したことを示します。
8. 選択適用] を選択して設定を適用し、[] を選択しますOKをクリックして、データソース作業を開

始します。

-データベースツールウィンドウが開きます。これにより、使用可能なデータソースがツリーとし
て表示され、スキーマ、テーブル、キーなどのデータベース要素を表すノードが表示されます。

Important

を使用するにはデータベースツールウィンドウを開くには、まず JetBrains から 
DataGripをダウンロードしてインストールする必要があります。詳細については、「」
を参照してください。https://www.jetbrains.com/datagrip/。
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Amazon S3 Toolkit for JetBrains を使用して AWS 
S3 を操作する

以下のトピックでは、AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS アカウントの Amazon S3 バケットとオ
ブジェクトを操作する方法について説明します。

トピック
• Amazon S3 バケットの使用 Toolkit for JetBrains) (p. 97)
• JetBrains 用の AWS ツールキットを使用した Amazon S3 オブジェクトの操作 (p. 98)

Amazon S3 バケットの使用 Toolkit for JetBrains)
Amazon S3 に保存したオブジェクトはすべて、バケット内にあります。ファイルシステムでディレクト
リを使用してファイルをグループ化するのと同じ方法で、バケットを使用して関連するオブジェクトをグ
ループ化できます。

トピック
• Amazon S3 バケットの作成 (p. 97)
• Amazon S3 バケットの表示 (p. 97)
• Amazon S3 バケットの削除 (p. 98)

Amazon S3 バケットの作成
1. AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。
2. [] を右クリックし、Amazon S3ノードを選択し、S3 バケットの作成。

3. [Create S3 Bucket (S3 バケットの作成)] ダイアログボックスで、バケットの名前を入力します。

Note

Amazon S3 ではバケットをパブリックにアクセス可能な URL として使用できるので、グ
ローバルに一意なバケット名を選択する必要があります。他のアカウントで同じ名前のバ
ケットがすでに作成されている場合は、別の名前を使用する必要があります。詳細について
は、「」を参照してください。バケットの制約と制限()Amazon Simple Storage Service 開発
者ガイド。

4. [作成] を選択します。

Amazon S3 バケットの表示
1. AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。
2. [] ダイアログボックスのAmazon S3[] ノードをクリックして、バケットのリストを展開します。
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• S3 バケット現在の AWS リージョン (p. 53)の下に表示されるAmazon S3ノード

Amazon S3 バケットの削除
1. AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。
2. [] ダイアログボックスのAmazon S3[] ノードをクリックして、バケットのリストを展開します。
3. 削除するバケットを右クリックし、[Delete S3 Bucket (S3 バケットの削除)] を選択します。

4. バケット名を入力して削除を確認し、[OK] を選択します。

• バケットにオブジェクトが含まれている場合、バケットは削除前に空になります。削除が完了する
と、通知が表示されます。

JetBrains 用の AWS ツールキットを使用した Amazon 
S3 オブジェクトの操作
オブジェクトとは、Amazon S3 に格納される基本エンティティです。オブジェクトは、オブジェクトデー
タとメタデータで構成されます。

トピック
• Amazon S3 バケット内のオブジェクトの表示 (p. 98)
• IDE でオブジェクトを開く (p. 99)
• オブジェクトのアップロード (p. 99)
• オブジェクトのダウンロード (p. 99)
• オブジェクトの削除 (p. 99)

Amazon S3 バケット内のオブジェクトの表示
この手順では、S3 バケットビューアが開きます。これを使用して、Amazon S3 バケット内でフォルダご
とにグループ化されたオブジェクトを表示、アップロード、ダウンロード、削除できます。

1. AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。
2. バケットのオブジェクトを表示するには、次のいずれかを行います。

• バケットの名前をダブルクリックします。
• バケットの名前を右クリックし、[View Bucket (バケットの表示)] を選択します。

S3 バケットビューア には、バケット名、Amazon リソースネーム (ARN)、および作成日に関する情報が
表示されます。バケット内のオブジェクトとフォルダは、下のペインで使用できます。

98

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-arns-and-namespaces.html


JetBrains の AWS Toolkit ユーザーガイド
Amazon S3 オブジェクトの使用

IDE でオブジェクトを開く
Amazon S3 バケット内のオブジェクトが IDE で認識されるファイルタイプである場合、読み取り専用コ
ピーをダウンロードして IDE で開くことができます。

1. ダウンロードするオブジェクトを検索するには、[S3 バケットビューア] を開きます(「Amazon S3 バ
ケット内のオブジェクトの表示 (p. 98)」を参照)。

2. オブジェクトの名前をダブルクリックします。

ファイルは、そのファイルタイプのデフォルトの IDE ウィンドウで開きます。

オブジェクトのアップロード
1. オブジェクトをアップロードするフォルダを検索するには、S3 バケットビューアを開きます 

(「Amazon S3 バケット内のオブジェクトの表示 (p. 98)」を参照)。
2. フォルダを右クリックし、[アップロード] を選択します。
3. ダイアログボックスで、アップロードするファイルを選択します。

Note

一度に複数のファイルをアップロードできます。ディレクトリはアップロードできません。
4. [OK] を選択します。

オブジェクトのダウンロード
1. オブジェクトをダウンロードするフォルダを検索するには、[S3 バケットビューア] を開きます 

(「Amazon S3 バケット内のオブジェクトの表示 (p. 98)」を参照)。
2. オブジェクトを表示するフォルダを選択します。
3. オブジェクトを右クリックし、[ダウンロード] を選択します。
4. ダイアログボックスで、ダウンロード場所を選択します。

Note

複数のファイルをダウンロードする場合は、フォルダではなくパス名を選択してください。
ディレクトリはダウンロードできません。

5. [OK] を選択します。

Note

ファイルがすでにダウンロード場所に存在する場合は、上書きするか、ダウンロードをス
キップしてそのまま残すことができます。

オブジェクトの削除
1. 削除するオブジェクトを見つけるには、[S3 バケットビューア] を開きます(「Amazon S3 バケット内

のオブジェクトの表示 (p. 98)」を参照)。
2. オブジェクトを選択した後、次のいずれかの操作を行って削除します。

• [削除] を押します。
• 右クリックし、[削除] を選択します。
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Note

複数のオブジェクトを一度に選択および削除できます。
3. 削除を確認するには、[削除] を選択します。

AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS サー
バーレスアプリケーションを使用する

以下のトピックでは、AWS Toolkit for JetBrains を使用して、AWS アカウントのサーバーレスアプリケー
ションを操作する方法について説明します。

トピック
• AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS サーバーレスアプリケーションを作成する (p. 100)
• AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS サーバーレスアプリケーションをデプロイする (p. 104)
• JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS サーバーレスアプリケーション設定の変更（更

新） (p. 105)
• AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS サーバーレスアプリケーションを削除する (p. 107)

AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS サーバー
レスアプリケーションを作成する
この手順を完了するには、最初にを行う必要があります。AWS Toolkit をインストールする (p. 4)まだ開い
ていない場合AWS アカウントに初めて接続する (p. 8)。次に、IntelliJ IDEA、PyCharm、WebStorm、また
はJetBrainsライダーがすでに実行されている状態で、次の操作を行います。

1. IntelliJ IDEA、PyCharm、WebStorm、またはJetBrains Riderがすでに実行されている状態で、次のい
ずれかの操作を行います。

• IntelliJ IDEAまたはWebStormの場合は、ファイル,新規,プロジェクト。
• PyCharm の場合は、ファイル,[新しいプロジェクト]。
• JetBrains ライダーについては、ファイル,新規新しいソリューションについては、「」を参照して

ください。または、[Explorer] ツールウィンドウで既存のソリューションを右クリックし、[追加]、
[New Project (新しいプロジェクト)] の順に選択します。

2. IntelliJ IDEA の場合は、AWS,AWS サーバーレスアプリケーション[] を選択してから、[次。
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PyCharm の場合は、AWS サーバーレスアプリケーション。

WebStorm の場合は、AWS サーバーレスアプリケーション。
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JetBrains ライダーについては、AWS サーバーレスアプリケーション。

3. を完了します。[新規プロジェクト] ダイアログボックス (または [新規ソリューション] ダイアロ
グボックスJetBrains ライダー) (p. 116)[] を選択してから、[完了（IntelliJ IDEA用）または作
成（PyCharm、ウェブストーム、JetBrains ライダー用）。AWS Toolkit for JetBrains は、プロジェク
トを作成し、サーバーレスアプリケーションのコードファイルを新しいプロジェクトに追加します。
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4. IntelliJ IDEA を使用している場合は、プロジェクトツールウィンドウがすでに開かれていて、サー
バーレスアプリケーションのファイルを含むプロジェクトが表示されている状態で、次のいずれかの
操作を行います。

• Maven ベースのプロジェクトの場合、プロジェクトの pom.xml ファイルを右クリックし、[Add as 
Maven Project (Maven プロジェクトとして追加)] を選択します。

• Gradle ベースのプロジェクトの場合は、プロジェクトの build.gradle ファイルを右クリック
し、[Import Gradle project (Gradle プロジェクトのインポート)] を選択します。
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[Import Module from Gradle (Gradle からモジュールをインポート)] ダイアログボックスに入力し、
[OK] を選択します。

Afterサーバーレスアプリケーションを作成する場合、AWS Lambda 関数のローカルバージョンを実行 (呼
び出し) またはデバッグ (p. 29)そのアプリケーションに含まれている。

サーバーレスアプリケーションをデプロイ (p. 24)することもできます。デプロイ後は、Lambda 関数のリ
モートバージョンを実行 (呼び出し) (p. 30)デプロイされたアプリケーションの一部です。

AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS サーバー
レスアプリケーションをデプロイする
この手順を完了するには、最初にを行う必要があります。AWS サーバーレスアプリケーションを作成す
る (p. 20)まだ作成していない場合は、デプロイする

Note

AWS Lambda 関数を含むサーバーレスアプリケーションをデプロイし、デフォルト以外
のプロパティまたはオプションのプロパティを使用してその関数をデプロイするには、
最初にその関数の対応する AWS Serverless Application Model (AWS SAM) テンプレート
ファイル (template.yamlプロジェクト内)。使用可能なプロパティのリストについて
は、AWS::Serverless::Function()awslabs/サーバーレスアプリケーションモデルGitHub のリポジ
トリを作成します。

1. 必要な場合別の AWS リージョンに切り替える (p. 18)サーバーレスアプリケーションをデプロイする
には、ここで行います。
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2. [プロジェクト] ツールウィンドウがすでに開かれていて、サーバーレスアプリケーションのファイル
を含むプロジェクトが表示されている状態で、プロジェクトの template.yaml ファイルを右クリッ
クします。次に、[サーバーレスアプリケーションのデプロイ] を選択します。

3. [Deploy Serverless Application (サーバーレスアプリケーションのデプロイ) (p. 114)] ダイアログボッ
クスに入力し、[デプロイ] を選択します。

JetBrains 用 AWS ツールキットは、デプロイに対応する AWS CloudFormation スタックを作成しま
す。また、スタックの名前をCloudFormationのリストAWS Explorer でを使用する。デプロイが失敗
した場合は、スタックのイベントログを表示する (p. 35)。

デプロイ後は、AWS Lambda 関数のリモートバージョンを実行 (呼び出し) (p. 30)デプロイされたアプリ
ケーションの一部です。

JetBrains 用 AWS ツールキットを使用した AWS サー
バーレスアプリケーション設定の変更（更新）
最初にを行う必要がありますAWS サーバーレスアプリケーションをデプロイ (p. 24)まだデプロイしてい
ない場合は、変更する
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Note

AWS Lambda 関数を含むサーバーレスアプリケーションをデプロイし、デフォルト以外のプロパ
ティまたはオプションのプロパティを使用してその関数をデプロイするには、最初にその関数の
対応する AWS SAM テンプレートファイル (template.yamlプロジェクト内)。使用可能なプロ
パティのリストについては、AWS::Serverless::Function()awslabs/サーバーレスアプリケーション
モデルGitHub のリポジトリを作成します。

1. [プロジェクト] ツールウィンドウがすでに開かれていて、サーバーレスアプリケーションのファイル
を含むプロジェクトが表示されている状態で、プロジェクトの template.yaml ファイルを開きま
す。ファイルの内容を変更して新しい設定を反映し、ファイルを保存して閉じます。

2. 必要な場合別の AWS リージョンに切り替える (p. 18)にサーバーレスアプリケーションをデプロイす
るには、ここで行います。

3. プロジェクトの template.yaml ファイルを右クリックし、[Deploy Serverless Application (サーバー
レスアプリケーションのデプロイ)] を選択します。

4. [Deploy Serverless Application (サーバーレスアプリケーションのデプロイ) (p. 114)] ダイアログボッ
クスに入力し、[デプロイ] を選択します。JetBrains 用 AWS ツールキットは、デプロイに対応する 
AWS CloudFormation スタックを更新します。

デプロイが失敗した場合は、スタックのイベントログを表示する (p. 35)。
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AWS Toolkit for JetBrains を使用して AWS サーバー
レスアプリケーションを削除する
AWS サーバーレスアプリケーションを削除する前に、まずデプロイする (p. 24)。

1. AWS Explorer を開く (p. 19)(まだ開いていない場合)。必要な場合別の AWS リージョンに切り替え
る (p. 18)サーバーレスアプリケーションを含む、今すぐ行います。

2. [CloudFormation] を展開します。
3. 削除するサーバーレスアプリケーションを含む AWS CloudFormation スタックの名前を右クリック

し、CloudFormation スタックの削除。

4. スタック名を入力して削除を確認し、[OK] を選択します。スタックの削除が成功すると、JetBrains 
用 AWS Toolkit はスタック名をCloudFormationのリストAWS Explorer でを使用する。スタックの削
除が失敗した場合は、スタックのイベントログを表示する (p. 35)。

AWS Toolkit for JetBrains を使用して Amazon SQS 
を操作する

以下のトピックでは、AWS Toolkit for JetBrains を使用して Amazon SQS を操作する方法について説明し
ます。

標準メッセージと FIFO（先送りタイプ）は、JetBrains 用 AWS ツールキットの Amazon SQS を使用して
送信できるメッセージの 2 種類です。
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Amazon SQS キューを作成するには

1. JetBrains を開きます。
2. AWS Toolkit for JetBrains で AWS Explorer を開きます (p. 19).
3. [] のコンテキスト (右クリック) メニューを開きます。SQSを選択し、キューの作成...。
4. キュー名を入力し、キューの種類 (StandardまたはFIFO。キューの種類の詳細については、「」の次

のトピックを参照してください。Amazon Simple Queue Service 開発者ガイド:

• Amazon SQS 標準キュー
• Amazon SQS FIFO (先入れ先出し) キュー

5. [作成] を選択します。

Amazon SQS メッセージを表示するには

1. JetBrains を開きます。
2. AWS Toolkit for JetBrains で AWS Explorer を開きます (p. 19).
3. Amazon SQS ドロップダウン矢印を選択して、キューのリストを展開します。
4. キューのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[] メニューからメッセージの表示。
5. 選択メッセージの表示をクリックして、このキュー内のメッセージを表示します。最大 10 件のメッ

セージがポーリングされます。メッセージは、表示された後すぐにキューに返されます。ポーリング
の詳細については、「」を参照してください。Amazon SQS ショートポーリングとロングポーリン
グ()Amazon Simple Queue Service 開発者ガイド。

Amazon SQS キューのプロパティを編集するには

1. JetBrains を開きます。
2. AWS Toolkit for JetBrains で AWS Explorer を開きます (p. 19).
3. Amazon SQS ドロップダウン矢印を選択して、キューのリストを展開します。
4. 編集するキューのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[] メニューから [] を選択しま

す。キューのプロパティの編集...。
5. 左キューのプロパティの編集ダイアログボックスが開き、キュープロパティを確認および変更できま

す。Amazon SQS プロパティの詳細については、「」を参照してください。キューパラメータの設定
（コンソール）()Amazon Simple Queue Service 開発者ガイド。

標準メッセージを送信するには

1. JetBrains を開きます。
2. AWS Toolkit for JetBrains で AWS Explorer を開きます (p. 19).
3. Amazon SQS ドロップダウン矢印を選択して、キューのリストを展開します。
4. キューのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[] メニューからメッセージの送信。
5. メッセージを入力し、送信。メッセージを送信すると、メッセージ ID を含む確認が表示されます。

FIFO メッセージを送信するには

1. JetBrains を開きます。
2. AWS Toolkit for JetBrains で AWS Explorer を開きます (p. 19).
3. Amazon SQS ドロップダウン矢印を選択して、キューのリストを展開します。
4. キューのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[] メニューからメッセージの送信。
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5. メッセージ、グループID、オプションの重複除外IDを入力します。

Note

重複除外 ID を指定しない場合、重複除外 ID が生成されます。
6. [Send (送信)] を選択します。メッセージを送信すると、メッセージ ID を含む確認が表示されます。

Amazon SQS キューを削除するには

1. キューを削除する前にキューが空であることを確認するには、キューが空であることの確認()Amazon 
Simple Queue Service 開発者ガイド。

2. JetBrains を開きます。
3. AWS Toolkit for JetBrains で AWS Explorer を開きます (p. 19).
4. [] のコンテキスト (右クリック) メニューを開きます。SQSを選択し、キューの削除...。
5. キューを削除することを確認し、[] を選択します。OK[Delete] ダイアログボックスで。

トピック
• AWS Lambda で Amazon SQS を使用する Toolkit for JetBrains AWS Lambda を使用する (p. 109)
• JetBrains 用の AWS ツールキットで Amazon SNS で Amazon SQS を使用する (p. 109)

AWS Lambda で Amazon SQS を使用する Toolkit for 
JetBrains AWS Lambda を使用する
以下の手順では、JetBrains 用 AWS Toolkit で、Amazon SQS キューを Lambda トリガーとして設定する
方法について詳しく説明します。

Amazon SQS キューを Lambda トリガーとして設定するには

1. JetBrains を開きます。
2. AWS Toolkit for JetBrains で AWS Explorer を開きます (p. 19).
3. Amazon SQS ドロップダウン矢印を選択して、キューのリストを展開します。
4. 使用するキューのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[] メニューから [] を選択しま

す。Lambda トリガーの設定。
5. ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューから、トリガーする Lambda 関数を選択します。
6. [Configure] を選択します。
7. Lambda 関数に Amazon SQS が実行するのに必要な IAM アクセス許可がない場合、ツールキットに

よって Lambda 関数の IAM ロールに追加できる最小限のポリシーが生成されます。

選択ポリシーの追加。

キューを構成すると、適用された変更に関するステータスメッセージ (該当するエラーメッセージを含む) 
が表示されます。

JetBrains 用の AWS ツールキットで Amazon SNS で 
Amazon SQS を使用する
以下の手順では、JetBrains 用 AWS ツールキットを使用して、標準 Amazon SQS キューを Amazon SNS 
トピックにサブスクライブする方法について詳しく説明します。
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Note

FIFO Amazon SQS キューを Amazon SNS トピックにサブスクライブすることはできません。

標準 Amazon SQS キューを Amazon SNS トピックにサブスクライブするには

1. JetBrains を開きます。
2. AWS Toolkit for JetBrains で AWS Explorer を開きます (p. 19).
3. Amazon SQS ドロップダウン矢印を選択して、キューのリストを展開します。
4. キューのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[] メニューからSNS トピックを購読...。
5. ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューから Amazon SNS トピックを選択し、[] を選択しま

す。サブスクリプション。
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AWS Toolkit for JetBrain for JetBrains
AWS Toolkit for JetBrains ユーザーインターフェイスの操作に関する詳細は、以下のトピックを参照して
ください。

トピック
• AWS Explorer でを使用する (p. 111)
• [関数の作成] ダイアログボックス (p. 113)
• サーバーレスアプリケーションダイアログボックスをデプロイする (p. 114)
• [New Project (新しいプロジェクト)] ダイアログボックス (p. 116)
• [実行/デバッグ設定] ダイアログボックス (p. 119)
• [Update Code (コードの更新 (p. 131)
• 設定更新ダイアログボックス (p. 132)

AWS Explorer でを使用する
AWS Explorer を使用すると、AWS Toolkit for JetBrains のいくつかの機能に簡単にアクセスできます。こ
れには、ツールキットから AWS アカウントへの接続の管理、AWS リージョンの切り替え、アカウント内
の AWS Lambda 関数や AWS CloudFormation スタックの操作などが含まれます。

AWS エクスプローラーを開くには、AWS Toolkit for JetBrains がインストール済み (p. 4)IntelliJ 
IDA、PyCharm、WebStorm、JetBrains Riderを実行している場合は、次のいずれかの操作を行います。

• ツールウィンドウバーで、[] ツールバーで []AWS Explorer でを使用する。
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• メインメニューで、[]、[] の順に選択します。表示,ツールウィンドウ,AWS Explorer でを使用する。

EclipseAWS Explorer でを使用する[] で、設定アイコン (オプションメニューを表示) で、次のオプション
を確認します。

AWS 接続の設定

次のオプションが含まれます。
• AWS リージョンリスト— JetBrains の AWS Toolkit は、選択したリージョンを使用します。別の

リージョンを使用するには、別のリージョンを選択します。
• 最近の認証情報リスト— AWS Toolkit for JetBrains から AWS アカウントへの最近行われた接続を

一覧表示します。ツールキットは選択した接続を使用します。別の最近使用した接続を使用するに
は、その接続の名前を選択します。

• すべての認証情報— AWS Toolkit for JetBrains から AWS アカウントに作成できるすべての利用可
能な接続が一覧表示されます。ツールキットは選択した接続を使用します。別の接続を使用するに
は、その接続の名前を選択します。他の接続タスクを実行するには (p. 8)] で、AWS 認証情報ファ
イルの編集。

Note

-AWS 接続の設定AWS Toolkit for JetBrains が現在使用している AWS アカウント接続とリー
ジョンが表示されます。

この領域を選択すると、同じAWS 接続の設定オプションをオプションメニューを表示。
ドキュメントの表示

[] に移動します。AWS Toolkit for JetBrains ユーザーガイド(このガイド) を参照してください。
GitHub でソースを表示する

GitHub ウェブサイトの aws/aws-toolkit-jetbrains リポジトリに移動します。
表示モード

調整値AWS Explorer でを使用するツールウィンドウを開き、エディタやその他のツールウィンドウで
作業するときにすばやくアクセスしてスペースを節約できるようにします。

IntelliJ IDEAビューモードについては、ツールウィンドウビューモードIntelliJ IDEAヘルプウェブサイ
トをご覧ください。
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PyCharm表示モードについては、ツールウィンドウビューモードPyCharmヘルプウェブサイトをご覧
ください。

WebStorm ビューモードについては、ツールウィンドウビューモードWebStorm ヘルプ Web サイトを
参照してください。

JetBrains ライダービューモードについては、ツールウィンドウビューモードJetBrains をご覧くださ
い。

移動先

移動先AWS Explorer でを使用するツールウィンドウを IntelliJ IDA、PyCharm、WebStorm、または 
JetBrains Rider の別の場所にドラッグします。

サイズ変更

サイズを変更します。AWS Explorer でを使用するツールウィンドウを開きます。
サイドバーから削除

削除するAWS Explorer でを使用するツールウィンドウを、ツールウィンドウバーから削除します。
再度表示するには、メインメニューバーで []、[] の順に選択します。表示,ツールウィンドウ,AWS 
Explorer でを使用する。

AWS Explorer でを使用することもできます。Lambda 関数を使用する (p. 27)およびAWS CloudFormation 
スタックを使用する (p. 34)AWS アカウントでを使用します。

[関数の作成] ダイアログボックス
-関数の作成ダイアログボックスは、JetBrains 用 AWS ツールキットのスタンドアロンの AWS Lambda 関
数を作成する (p. 28)。

-関数の作成ダイアログボックスには、次の項目があります。

名前

(必須) 関数の名前。これには、大文字のみを含めることができますAスルーZの場合、小文字aス
ルーzの場合、数字0スルー9、ハイフン (-）、アンダースコア（_). 名前は 64 文字未満にする必要が
あります。
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説明

(任意) 関数のわかりやすい説明。
ハンドラ

(必須) 対応する関数ハンドラのIDJava,Python,Node.js, またはC#。
ランタイム

(必須) の IDLambda ランタイムを使用します。
タイムアウト (秒)

(必須) Lambda が関数を停止するまでに、関数に許可する実行時間。最大で 900 秒 (15 分) を指定し
ます。

メモリ (MB)

(必須) 関数の実行時に使用できるメモリの量。メモリの量を 128 MB～3,008 MB の範囲 (64 MB 単位) 
で指定します。

環境変数

(任意) 任意環境変数Lambda 関数を使用するには、キーと値のペアとして指定します。環境変数を追
加、変更、または削除するには、フォルダアイコンを選択し、画面の指示に従います。

IAM ロール

(必須) 使用可能なLambda 実行ロールを呼び出して、Lambda が関数に使用できるようにします。ア
カウントに実行ロールを作成し、代わりに Lambda がそのロールを使用するには、作成をクリック
し、画面の指示に従います。

AWS X-Ray を有効にする

（オプション）選択すると、Lambda による AWS X-Ray関数のパフォーマンスに関する問題を検出、
分析、最適化できます。X-Ray は、関数を構成するアップストリームまたはダウンストリームサービ
スからメタデータを収集します。X-Ray はこのメタデータを使用して詳細なサービスグラフを生成し
ます。これによりパフォーマンスのボトルネック、レイテンシーのスパイク、その他関数のパフォー
マンスに影響を及ぼす問題が図示されます。

ソースバケット

（必須）関数を Lambda にデプロイするために使用する AWS サーバーレスアプリケーションモデル
（AWS SAM）コマンドラインインターフェイス（CLI）用に、接続された AWS アカウントで使用可
能な Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）バケットを選択します。アカウントに Amazon 
S3 バケットを作成し、代わりに AWS SAM CLI がそのバケットを使用するには、[作成をクリック
し、画面の指示に従います。

サーバーレスアプリケーションダイアログボックス
をデプロイする

-サーバーレスアプリケーションのデプロイダイアログボックスは、JetBrains 用 AWS ツールキット
のAWS サーバーレスアプリケーションをデプロイ (p. 24)。
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イアログボックスをデプロイする

-サーバーレスアプリケーションのデプロイダイアログボックスには、次の項目があります。

スタックの作成

(必須) 接続された AWS アカウント用に AWS CloudFormation で作成する AWS サーバーレスアプリ
ケーションモデル (AWS SAM) コマンドラインインターフェイス (CLI) のスタック名を指定します。
次に、AWS SAM CLI はこのスタックを使用して AWS サーバーレスアプリケーションをデプロイし
ます。

スタックの更新

(必須) AWS SAM CLI が AWS サーバーレスアプリケーションのデプロイに使用する、接続された 
AWS アカウントの既存の AWS CloudFormation スタックの名前を選択します。

Note

どちらかスタックの作成またはスタックの更新は必須ですが、両方ではありません。

テンプレートパラメーター

(オプション) AWS Toolkit for JetBrains が対応するプロジェクトのtemplate.yamlファイルを開
きます。パラメータの値を指定するには、パラメータの横にある [値] 列でボックスを選択し、値
を入力して [Enter] を押します。詳細については、「」を参照してください。パラメータ()AWS 
CloudFormation ユーザーガイド。

S3 バケット

（必須）AWS SAM CLI が AWS サーバーレスアプリケーションのデプロイに使用する、接続された 
AWS アカウントの既存の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを選択します。ア
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カウントに Amazon S3 バケットを作成し、代わりに AWS SAM CLI がそのバケットを使用するに
は、作成をタップし、画面の指示に従います。

ECR リポジトリ

(では必須Imageパッケージタイプのみ）AWS SAM CLI が AWS サーバーレスアプリケーションのデ
プロイに使用する、接続された AWS アカウントの既存の Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
リポジトリ URI を選択します。AWS Lambda パッケージタイプの詳細については、Lambda デプロイ
パッケージ()AWS Lambda デベロッパーガイド。

デプロイ前に確認が必要

（オプション）選択すると、対応するスタックの作成または更新が完了するのを待機するように AWS 
CloudFormation に指示します。AWS CloudFormation でスタックの現在の変更セットを実行する。こ
の変更セットを実行しないと、AWS サーバーレスアプリケーションはデプロイフェーズに移行しませ
ん。

コンテナ内で関数を構築する

(オプション) 選択すると、AWS SAM CLI は、デプロイ前にサーバーレスアプリケーションの関数を
ローカルに Lambda のような Docker コンテナ内に構築します。これは、関数がネイティブにコンパ
イルされた依存関係やプログラムを持つパッケージに依存する場合に便利です。詳細については、
「」を参照してください。アプリケーションのビルド()AWS サーバーレスアプリケーションモデル開
発者ガイド。

[New Project (新しいプロジェクト)] ダイアログ
ボックス

-新しいプロジェクトダイアログボックスは、JetBrains 用 AWS ツールキットのAWS サーバーレスアプリ
ケーションを作成する (p. 20)。

トピック
• [新規プロジェクト] ダイアログボックス (IntelliJ IDEAR、PyCharm、WebStorm) (p. 116)
• [New Project (新しいプロジェクト)] (JetBrains (p. 118)

[新規プロジェクト] ダイアログボックス (IntelliJ 
IDEAR、PyCharm、WebStorm)

Note

次のスクリーンショットは、新しいプロジェクトダイアログボックスが表示されますが、フィー
ルドの説明は PyCharm と WebStorm にも適用されます。
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ス (IntelliJ IDEAR、PyCharm、WebStorm)

-新しいプロジェクトダイアログボックスには、次の項目があります。

Project name

(必須) プロジェクトの名前。
プロジェクトの場所

（必須）IntelliJ IDEAがプロジェクトを作成する場所です。
パッケージタイプ

（必須）AWS Lambda 関数のデプロイパッケージタイプ。ZipまたはImage。の違いについて
は、ZipおよびImageパッケージタイプの詳細については、Lambda デプロイパッケージ()AWS 
Lambda デベロッパーガイド。

ランタイム

(必須) の IDLambda ランタイムを使用します。
SAM テンプレート

(必須) 使用する AWS Serverless Application Model (AWS SAM) テンプレートの名前。
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プロジェクト SDK

(必須) 使用する Java 開発キット (JDK)。詳細については、「」を参照してください。Java 
Development Kit (JDK)IntelliJ IDEAヘルプウェブサイトをご覧ください。

[New Project (新しいプロジェクト)] (JetBrains
Note

新しいソリューションを作成すると、このダイアログボックスには、新しい解決策の代わりに新
しいプロジェクト。ただし、ダイアログボックスの内容は同じです。

-新しいプロジェクトダイアログボックスには、次の項目があります。

ソリューション名

(必須) ソリューションの名前。
Project name

(必須) プロジェクトの名前。
ソリューションディレクトリ

(必須) ソリューションのディレクトリへのパス。
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ソリューションとプロジェクトを同じディレクトリに置く

(省略可能) 選択すると、ソリューションのファイルがプロジェクトのファイルと同じ場所に置かれま
す。

リポジトリの作成

(オプション) 選択すると、指定したプロバイダを持つプロジェクトのリモートリポジトリが作成され
ます。

パッケージタイプ

（必須）Lambda 関数のパッケージタイプ。ZipまたはImage。の違いについては、Zipおよ
びImageパッケージタイプの詳細については、Lambda デプロイパッケージ()AWS Lambda デベロッ
パーガイド。

ランタイム

(必須) 使用する Lambda ランタイムの ID。
SAM テンプレート

(必須) 使用する AWS SAM テンプレートの名前。
結果として生じるプロジェクトの構造

(編集不可) 作成されたプロジェクトのディレクトリとファイルのパス。

[実行/デバッグ設定] ダイアログボックス
-実行/デバッグ設定ダイアログボックスは、ローカル、リモート、または Amazon Elastic ContaToolkit for 
JetBrains er Service（Amazon ECS）クラスターで実行/デバッグの設定を変更するときにいつでも表示さ
れます。

トピック
• [Run/Debug Configurations (実行/デバッグ設定) (p. 119)
• [Run/Debug Configurations (実行/デバッグ設定) (p. 125)
• [Edit Configurations (Amazon ECS クラスター)] ダイアログ (p. 127)

[Run/Debug Configurations (実行/デバッグ設定)
このダイアログボックスは、ローカルAWS Lambda 関数のバージョンです。

Note

設定を更新するにはリモートバージョン (関数のソースコードは AWS アカウントの Lambda にあ
ります) については、」[Run/Debug Configurations (実行/デバッグ設定) (p. 125)代わりに、あり
ます。

このダイアログボックスには、次の 3 つのタブがあります。設定,SAM CLI, およびAWS Connection。
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-設定[Oviews実行/デバッグ設定ダイアログボックスの [ローカル関数設定] には、次の項目があります。

名前

(必須) この設定の名前。
並列実行を許可/並列実行を許可する

(オプション) 選択すると、IntelliJ IDEAR、PyCharm、WebStorm、JetBrains Rider は、設定のインス
タンスを必要な数だけ並列で実行できます。1

ハンドラから/テンプレートから

(必須) 選択するオプションに応じて、追加の設定を行う必要があります。
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ランタイム

(必須) のIDLambda ランタイムを使用します。
ハンドラ

(では必須From ハンドラーオプション) に対応する関数ハンドラの識別子Java,Python,Node.js, また
はC#。

タイムアウト (秒)

(では必須From ハンドラーオプション) Lambda が関数を停止するまでに、関数に許可する実行時間。
最大で 900 秒 (15 分) を指定します。

メモリ (MB)

(では必須From ハンドラーオプション) 関数で実行中に使用できるメモリの量。メモリの量を 128 MB
～3,008 MB の範囲 (64 MB 単位) で指定します。

環境変数

(ではオプションFrom ハンドラーオプション) 任意の環境変数キーと値のペアとして指定された 
Lambda 関数に使用する。環境変数を追加、変更、または削除するには、フォルダアイコンを選択
し、画面の指示に従います。

テンプレート

(では必須テンプレートからオプション) AWS Serverless Application Model (AWS SAM) テンプレート
の場所とファイル名 (例:template.yaml)、およびこの設定に関連付けるテンプレートのリソース。

ファイル

(必須) 関数に渡すイベントデータの場所とファイル名。JSON 形式で表されます。イベントデータの
例については、Lambda 関数を呼び出す()AWS Lambda デベロッパーガイドおよびサンプルイベント
ペイロードの生成()AWS サーバーレスアプリケーションモデル開発者ガイド。

テキスト

(必須) 関数に渡すイベントデータ (JSON 形式)。イベントデータの例については、Lambda 関数を呼
び出す()AWS Lambda デベロッパーガイドおよびサンプルイベントペイロードの生成()AWS サーバー
レスアプリケーションモデル開発者ガイド。

Note

どちらかファイルまたはテキストは必須ですが、両方ではありません。
起動前:ウィンドウ

（任意）この設定を開始する前に実行する必要のあるタスクを一覧表示します。2

コメント
1 詳細については、以下を参照してください。
• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。一般的なオプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイ

トをご覧ください。
• PyCharm、については、一般的なオプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『一般的なオプションWebStorm ヘルプ Web サイトを参照してください。
• JetBrains ライダーについては、一般的なオプションをご覧ください。
2 詳細については、以下を参照してください。
• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。起動前のオプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイ

トをご覧ください。
• PyCharm、については、起動前オプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『起動前オプションウェブストーム; ヘルプウェブサイト.
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• JetBrains ライダーについては、起動前オプションをご覧ください。

-SAM CLI[Oviews実行/デバッグ設定ダイアログボックスの [ローカル関数設定] には、次の項目がありま
す。

名前

(必須) この設定の名前。
並列実行を許可/並列実行を許可する

(オプション) 選択すると、IntelliJ IDEAR、PyCharm、WebStorm、JetBrains Rider は、設定のインス
タンスを必要な数だけ並列で実行できます。1
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コンテナ内で関数を構築する

(オプション) 選択すると、AWS SAM CLI は、デプロイ前にサーバーレスアプリケーションの関数を
ローカルに Lambda のような Docker コンテナ内に構築します。これは、関数がネイティブにコンパ
イルされた依存関係やプログラムを持つパッケージに依存する場合に便利です。詳細については、
「」を参照してください。アプリケーションのビルド()AWS サーバーレスアプリケーションモデル開
発者ガイド。

新しいコンテナイメージのチェックをスキップする

(オプション) 選択すると、AWS SAM CLI は、runtimeで指定されている設定タブ。
Docker ネットワーク

(オプション) Lambda Docker コンテナが接続するための既存の Docker ネットワークの名前または 
ID。, とともにデフォルトのブリッジネットワークです。指定しない場合、Lambda コンテナはデフォ
ルトのブリッジ Docker ネットワークにのみ接続します。

起動前:ウィンドウ

（任意）この設定を開始する前に実行する必要のあるタスクを一覧表示します。2

コメント

1 詳細については、以下を参照してください。
• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。一般的なオプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイ

トをご覧ください。
• PyCharm、については、一般的なオプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『一般的なオプションWebStorm ヘルプ Web サイトを参照してください。
• JetBrains ライダーについては、一般的なオプションをご覧ください。

2 詳細については、以下を参照してください。
• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。起動前オプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイト

をご覧ください。
• PyCharm、については、起動前オプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『起動前オプションウェブストーム; ヘルプウェブサイト.
• JetBrains ライダーについては、起動前オプションをご覧ください。
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-AWS Connection[Oviews実行/デバッグ設定ダイアログボックスの [ローカル関数設定] には、次の項目が
あります。

認証情報

(必須) 既存のAWS アカウント接続 (p. 8)を使用します。
リージョン

(必須)AWS リージョン (p. 18)接続されているアカウントに使用する。
コメント

1 詳細については、以下を参照してください。
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• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。一般的なオプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイ
トをご覧ください。

• PyCharm、については、一般的なオプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『一般的なオプションWebStorm ヘルプ Web サイトを参照してください。
• JetBrains ライダーについては、一般的なオプションをご覧ください。

2 詳細については、以下を参照してください。
• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。起動前オプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイト

をご覧ください。
• PyCharm、については、起動前オプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『起動前オプションウェブストーム; ヘルプウェブサイト.
• JetBrains ライダーについては、起動前オプションをご覧ください。

[Run/Debug Configurations (実行/デバッグ設定)
このダイアログボックスは、リモートバージョン（関数のソースコードは AWS Lambda アカウントの 
Lambda にあります）。

Note

設定を更新するにはローカルバージョンについては、[Run/Debug Configurations (実行/デバッグ
設定) (p. 119)代わりに、あります。
ダイアログボックスの名前は実行/デバッグ設定では、AWS Toolkit for JetBrains を使用して 
Lambda 関数のリモートバージョンをデバッグすることはできません。関数を実行することだけ
ができます。
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実行/デバッグ設定 (リモート)

-実行/デバッグ設定ダイアログボックスの [リモート関数設定] には、次の項目があります。

名前

(必須) この設定の名前。
共有/VCS で共有

(オプション) 選択すると、この設定を他のチームメンバーが使用できるようになります。1

並列実行を許可/並列実行を許可する

(オプション) 選択すると、IntelliJ IDEAR、PyCharm、WebStorm、JetBrains Rider は、設定のインス
タンスを必要な数だけ並列で実行できます。1

認証情報

(必須) 既存のAWS アカウント接続 (p. 8)を使用します。
リージョン

(必須)AWS リージョン (p. 18)接続されているアカウントに使用する。
関数

(必須) 使用する Lambda 関数の名前。

126



JetBrains の AWS Toolkit ユーザーガイド
設定の編集（Amazon ECS クラスター）

ファイル

(必須) 関数に渡すイベントデータの場所とファイル名。JSON 形式で表されます。イベントデータの
例については、Lambda 関数を呼び出す()AWS Lambda デベロッパーガイドおよびサンプルイベント
ペイロードの生成()AWS サーバーレスアプリケーションモデル開発者ガイド。

テキスト

(必須) 関数に渡すイベントデータ (JSON 形式)。イベントデータの例については、Lambda 関数を呼
び出す()AWS Lambda デベロッパーガイドおよびサンプルイベントペイロードの生成()AWS サーバー
レスアプリケーションモデル開発者ガイド。

Note

どちらかファイルまたはテキストは必須ですが、両方ではありません。

起動前: ツールウィンドウを有効化

（任意）この設定を開始する前に実行する必要のあるタスクを一覧表示します。2

このページを表示

（任意）選択すると、この設定を開始する前にこれらの設定が表示されます。2

ツールウィンドウを有効化

（オプション）選択すると、Runまたはデバッグツールウィンドウが開き、この設定の開始時に使用
できます。2

コメント

1 詳細については、以下を参照してください。
• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。一般的なオプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイ

トをご覧ください。
• PyCharm、については、一般的なオプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『一般的なオプションWebStorm ヘルプ Web サイトを参照してください。
• JetBrains ライダーについては、一般的なオプションをご覧ください。

2 詳細については、以下を参照してください。
• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。起動前オプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイト

をご覧ください。
• PyCharm、については、起動前オプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『起動前オプションウェブストーム; ヘルプウェブサイト.
• JetBrains ライダーについては、起動前オプションをご覧ください。

[Edit Configurations (Amazon ECS クラスター)] ダイ
アログ
-設定の編集ダイアログボックスには、2 つのタブがあります。設定およびAWS Connection。
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-設定[Oviews設定の編集ダイアログボックスには、次の項目があります。

名前

(必須) この設定の名前。
共有/VCS で共有

(オプション) 選択すると、この設定を他のチームメンバーが使用できるようになります。1

並列実行を許可/並列実行を許可する

(オプション) 選択すると、IntelliJ IDEAR、PyCharm、WebStorm、JetBrains Rider は、設定のインス
タンスを必要な数だけ並列で実行できます。1

クラスター

(必須) デバッグする Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターの名前。
サービス

(必須) デバッグするクラスター内の Amazon ECS サービスの名前。
コンテナを追加

この設定にコンテナを追加します。少なくとも 1 つのタブが表示されている場合は、省略可能です。
各タブは個別のコンテナを表します。
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選択したコンテナには、次の項目が適用されます。プラットフォーム,リモートデバッグポート,開始コ
マンド,アーティファクトマッピング, およびポートマッピング。

プラットフォーム

(必須) 使用するデバッグプラットフォーム。
リモートデバッグポート

（オプション）デバッガに接続するポート。一般に、サービスがポート 20020～20030 を使用してい
ない限り、これを指定しないでください。存在する場合は、そのポートをここで指定して、コンテナ
が他の場所で使用されている可能性のあるポートをバインドしないようにします。

開始コマンド

(必須) デバッガーがプログラムに接続できるようにプログラムを起動するコマンド。Java
の場合は、javaなどのデバッガ情報が含まれていません。-Xdebug。Python の場合
は、python、python2、または python3 で始まり、その後に実行するファイルのパスと名前を指定
する必要があります。

アーティファクトマッピング

(必須) Aローカルパスマップするローカル開発マシン上のリモートパスコンテナ内に配置します。実行
する予定のすべてのコードとアーティファクトをマップする必要があります。ローカルパスとリモー
トパスマッピングを指定するには、[追加] ([+] アイコン) を選択します。

ポートマッピング

(オプション) Aローカルポートマップするローカル開発マシン上のリモートポートコンテナ内に配置し
ます。これにより、ローカルポートがリモートリソースのポートと直接通信できるようになります。
たとえば、コマンド curl localhost:3422 の場合、ポート 3422 は一部のサービスにマッピング
されます。ローカルおよびリモートのポートマッピングを指定するには、[Add] ([+] アイコン) を選択
します。

起動前: ツールウィンドウを有効化

（任意）この設定を開始する前に実行する必要のあるタスクを一覧表示します。2

このページを表示

（任意）選択すると、この設定を開始する前にこれらの設定が表示されます。2

ツールウィンドウを有効化

（オプション）選択すると、Runまたはデバッグツールウィンドウが開き、この設定の開始時に使用
できます。2

コメント

1 詳細については、以下を参照してください。
• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。一般的なオプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイ

トをご覧ください。
• PyCharm、については、一般的なオプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『一般的なオプションWebStorm ヘルプ Web サイトを参照してください。
• JetBrains ライダーについては、一般的なオプションをご覧ください。

2 詳細については、以下を参照してください。
• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。起動前オプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイト

をご覧ください。
• PyCharm、については、起動前オプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『起動前オプションウェブストーム; ヘルプウェブサイト.
• JetBrains ライダーについては、起動前オプションをご覧ください。
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-AWS Connection[Oviews設定の編集ダイアログボックスには、次の項目があります。

名前

(必須) この設定の名前。
認証情報

(必須) 既存のAWS アカウント接続 (p. 8)を使用します。
リージョン

(必須)AWS リージョン (p. 18)接続されているアカウントに使用する。
共有/VCS で共有

(オプション) 選択すると、この設定を他のチームメンバーが使用できるようになります。1

並列実行を許可/並列実行を許可する

(オプション) 選択すると、IntelliJ IDEAR、PyCharm、WebStorm、JetBrains Rider は、設定のインス
タンスを必要な数だけ並列で実行できます。1

起動前: ツールウィンドウを有効化

（任意）この設定を開始する前に実行する必要のあるタスクを一覧表示します。2
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このページを表示

（任意）選択すると、この設定を開始する前にこれらの設定が表示されます。2

ツールウィンドウを有効化

（オプション）選択すると、Runまたはデバッグツールウィンドウが開き、この設定の開始時に使用
できます。2

コメント

1 詳細については、以下を参照してください。
• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。一般的なオプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイ

トをご覧ください。
• PyCharm、については、一般的なオプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『一般的なオプションWebStorm ヘルプ Web サイトを参照してください。
• JetBrains ライダーについては、一般的なオプションをご覧ください。

2 詳細については、以下を参照してください。
• IntelliJ IDEA の場合は以下を参照してください。起動前オプションIntelliJ IDEAヘルプウェブサイト

をご覧ください。
• PyCharm、については、起動前オプションPyCharmヘルプウェブサイトをご覧ください。
• WebStorm の場合は、『起動前オプションウェブストーム; ヘルプウェブサイト.
• JetBrains ライダーについては、起動前オプションをご覧ください。

[Update Code (コードの更新
-コードの更新ダイアログボックスは、JetBrains 用 AWS ツールキットのAWS Lambda 関数の更
新 (p. 24)。

-コードの更新ダイアログボックスには、次の項目があります。

ハンドラ

(必須) 対応する Lambda 関数ハンドラーの IDJava,Python,Node.js, またはC#。
ソースバケット

(では必須Zipパッケージタイプのみ）接続された AWS アカウントの既存の Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットを選択して、関数を Lambda にデプロイするために使用する AWS 
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Serverless Application Model (AWS SAM) コマンドラインインターフェイス（CLI）にします。アカウ
ントに Amazon S3 バケットを作成し、代わりに AWS SAM CLI がそのバケットを使用するには、作
成画面上の指示に従います。Lambda パッケージタイプの詳細については、Lambda デプロイパッ
ケージ()AWS Lambda 開発者ガイド。

ECR リポジトリ

(では必須Imageパッケージタイプのみ）接続されている AWS アカウントにある既存の Amazon 
Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリを選択して、関数を Lambda にデプロイするた
めに使用する AWS SAM CLI 用に選択します。

設定更新ダイアログボックス
-設定の更新ダイアログボックスは、JetBrains 用 AWS ツールキットのAWS Lambda 関数の設定を更新す
る (p. 31)。提供する情報は、プロジェクトの Lambda 関数がパッケージタイプであるかどうかによって若
干異なります。ZipまたはImage。

-設定の更新ダイアログボックスのZipパッケージタイプ:

-設定の更新ダイアログボックスのImageパッケージタイプ:
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-設定の更新ダイアログボックスには、次の項目があります。

名前

(必須) 関数の名前。大文字のみを含むことができますAスルーZでは、小文字aスルーzの場合、数
字0スルー9、ハイフン (-）、アンダースコア（_). [名前] は 64 文字未満にする必要があります。

説明

(任意) 関数のわかりやすい説明。
パッケージタイプ

（必須）Lambda 関数のパッケージタイプ。ZipまたはImage。
ハンドラ

(では必須Zipパッケージのみ) 対応する Lambda 関数ハンドラーの IDJava,Python,Node.js, また
はC#。

ランタイム

(では必須Zipパッケージのみ)Lambda ランタイムを使用します。
タイムアウト (秒)

(必須) Lambda が関数を停止するまでに、関数に許可する実行時間。最大で 900 秒 (15 分) を指定し
ます。

メモリ (MB)

(必須) 関数の実行時に使用できるメモリの量。メモリの量を 128 MB～3,008 MB の範囲 (64 MB 単位) 
で指定します。

環境変数

(任意) 任意環境変数Lambda 関数を使用するには、キーと値のペアとして指定します。環境変数を追
加、変更、または削除するには、フォルダアイコンを選択し、画面の指示に従います。
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IAM ロール

(必須) 使用可能なLambda 実行ロールを呼び出して、Lambda が関数に使用できるようにする必要が
あります。アカウントに実行ロールを作成し、Lambda がそのロールを使用するには、作成をクリッ
クし、画面の指示に従います。

AWS X-Ray を有効にする

（オプション）選択すると、Lambda による AWS X-Rayを使用して、関数のパフォーマンスに関す
る問題を検出、分析、最適化できます。X-Ray は Lambda と、関数を構成するアップストリームまた
はダウンストリームサービスからメタデータを収集します。X-Ray はこのメタデータを使用して詳細
なサービスグラフを生成します。これによりパフォーマンスのボトルネック、レイテンシーのスパイ
ク、その他パフォーマンスに影響を及ぼす問題が図示されます。
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この AWS 製品またはサービスのセ
キュリティ

Amazon Web Services（AWS）のクラウドセキュリティは最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリ
ティを最も重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャ
から利点を得られます。セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。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、使用するサービスを安全に提供します。AWS の当社のセキュリティ責任は最優先事項
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アマゾン ウェブ サービス (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、コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内の
サービスを参照してください。

トピック
• JetBrains の AWS Toolkit でのデータ保護 (p. 135)
• この AWS 製品またはサービスの Identity and Access Management (p. 136)
• この AWS 製品またはサービスのコンプライアンス検証のコンプライアンス検証 (p. 136)
• この AWS 製品またはサービスの耐障害性 (p. 137)
• 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. 137)

JetBrains の AWS Toolkit でのデータ保護
AWS責任共有モデルは JetBrains の AWS Toolkit でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明した
ように、AWS は、すべての AWS クラウドを実行するグローバルインフラストラクチャを保護します。
お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があ
ります。このコンテンツには、使用する AWS のサービスのセキュリティ設定および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。ヨーロッパでのデータ保護の詳細については、『』の「」を参照してください。AWS 責任共有モデル
と GDPRブログ投稿AWS セキュリティブログ。

データ保護の目的で、AWS アカウントの認証情報を保護し、個々のユーザーアカウントを AWS Identity 
and Access Management (IAM) で設定することをお勧めします。この方法により、それぞれの職務を遂行
するために必要なアクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、以下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。
• AWS CloudTrail を使用して API とユーザーアクティビティログを設定します。
• AWS 暗号化ソリューションを、AWS サービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使

用します。
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Identity and Access Management

• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3 
に保存される個人データの検出と保護が支援されます。

• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140-2 検証済
みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンドポ
イントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2 を参照してください。

顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、[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 で Toolkit for 
JetBrains s または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。JetBrains や他のサービスの AWS 
Toolkit に入力したすべてのデータは、診断ログに取り込まれる可能性があります。外部サーバーへの URL 
を指定するときは、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないでくださ
い。

この AWS 製品またはサービスの Identity and 
Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、アマゾン ウェブ サービス (AWS) リソースへのアクセ
スを管理者が安全に制御するために役立つ AWS のサービスです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) 
し、誰に AWS のサービスのリソースの使用を承認する (アクセス権限を持たせる) 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 の操作の詳細については、「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、
「」を参照してください。AWS セキュリティ認証情報()Amazon Web Services 全般的なリファレンス。

この AWS 製品またはサービスは、サポートしている特定のアマゾン ウェブ サービス (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、コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内の
サービスを参照してください。

この AWS 製品またはサービスのコンプライアンス
検証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アマゾン ウェブ サービス (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、コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内の
サービスを参照してください。

AWS の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。このプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などがあります。AWS は、「コンプライアンスプログラムの対象
範囲内の AWS のサービス」で説明しているように、特定のコンプライアンスプログラムの対象範囲内で 
AWS のサービスを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 のレポートのダウンロード」を参照してください。
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耐障害性

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。

AWS 製品またはサービスを使用して AWS のサービスを評価する際のお客様のコンプライアンス責任は、
お客様のデータの機密性や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メントガイド。

• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper – このホワイトペーパーでは、企業が AWS 
を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。

• AWS の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 – セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立
つ、AWS 内のセキュリティ状態の包括的な表示。

この AWS 製品またはサービスの耐障害性
アマゾン ウェブ サービス (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することなく自動的にフェイルオー
バーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティー
ゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、およ
び拡張性が優れています。

AWS 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アマゾン ウェブ サービス (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、コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内の
サービスを参照してください。

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アマゾン ウェブ サービス (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、コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内の
サービスを参照してください。
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AWS Toolkit for JetBrains
次の表に、主要なドキュメントの更新を示します。AWS Toolkit for JetBrains。

AWS Toolkit for JetBrains.changesディレクトリー内のaws/aws-Toolkitリポジトリを GitHub ウェブサイト
に公開します。

update-history-change update-history-description update-history-date

AWS アプリケーションランナー
での作業が利用可能になりまし
た (p. 138)

AWS Toolkit for JetBrains を使用
して App Runner と連携し、ソー
スコードまたはコンテナイメー
ジから AWS クラウド内のスケー
ラブルで安全なウェブアプリケー
ションに直接デプロイします。

2021年 5 月 26 日

サーバーレスアプリケーション
を使用した Lambda コンテナー
イメージの操作が可能になりま
した (p. 138)

AWS Toolkit を使用して、サー
バーレスアプリケーションで 
AWS Lambda コンテナイメージ
を操作できるようになりました。

2020 年 12 月 1 日

CloudWatch Logs インサイ
トの使用が可能になりまし
た (p. 138)

JetBrains 用 AWS ツールキット
を使用して CloudWatch Logs イ
ンサイトを使用できるようになり
ました。

2020 年 11 月 24 日

Amazon SQS の使用が利用可能
になりました (p. 138)

AWS Toolkit for JetBrains 2020 年 11 月 24 日

Amazon RDS と Amazon 
Redshift での作業が利用可能にな
りました (p. 138)

AWS Toolkit を使用して Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) および Amazon 
Redshift を操作できるようになり
ました。

2020 年 9 月 23 日

AWS SSO Support が利用可能に
なりました (p. 138)

AWS Single Sign-On Support が 
AWS Toolkit で利用できるように
なりました。

2020 年 9 月 23 日

AWS ツールキットがさらに 4 つ
の JetBrains IDE で利用できるよ
うになりました (p. 138)

AWS ツールキットは、次の 4 つ
の JetBrains IDE のプラグインと
して使用できるようになりまし
た。

• AWS Toolkit for CliOn（C＆C 
++開発用）

• AWS Toolkit for GoLand（囲碁
開発用）

• AWS Toolkit for 
PhpStorm(PHP 開発用)

• AWS Toolkit for 
RubyMine（Ruby開発用）

2020 年 5 月 28 日
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CloudWatch Logs 操作が利用可
能になりました (p. 138)

AWS ツールキットを使用して 
Amazon CloudWatch Logs を使
用できるようになりました。

2020 年 4 月 15 日

Amazon S3 バケットとオブジェ
クトの使用が可能になりまし
た (p. 138)

AWS Toolkit を使用して Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) バケットとオブジェクトを操
作できるようになりました。

2020 年 3 月 27 日

EventBridge スキーマの操作が利
用可能になりました (p. 138)

AWS Toolkit を使用して Amazon 
EventBridge スキーマを操作でき
るようになりました。

2019 年 12 月 2 日

Amazon ECS クラスター内のデ
バッグコードがベータ版で利用
可能になりました (p. 138)

AWS Toolkit を使用して Amazon 
Elastic Container Service 
(Amazon ECS) クラスター内の
コードをデバッグする機能は、
ベータ版で利用可能になりまし
た。

2019 年 11 月 25 日

AWS Toolkit for Rider (p. 138) AWS Toolkit for Rider 2019 年 11 月 25 日

AWS Toolkit for 
WebStorm (p. 138)

AWS Toolkit for WebStorm 2019年10月23日

AWS Toolkit for IntelliJ (p. 138) AWS Toolkit for IntelliJ それに応
じて、対応するドキュメントが更
新されました。

2019 年 3 月 27 日

初回リリース (p. 138) これは、初回のリリー
スです。AWS Toolkit for 
JetBrains。AWS Toolkit for 
PyCharm AWS Toolkit for IntelliJ

2018 年 11 月 27 日
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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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