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⾃自⼰己紹介

•  清⽔水  崇之
–  ソリューション  アーキテクト（WEST  担当）
–  ⼤大阪のお客様にもプライム対応で参上します
–  Web  サービス全般、モバイル、ゲーム  など
–  AWS  芸⼈人  (詳しくは  slideshare)



Agenda

•  AWS  モバイルサービスのご紹介
•  Amazon  SNS  Mobile  Push  

–  モバイルプッシュ通知とは
–  機能概要
–  SDK,  IDE
–  料料⾦金金・無料料使⽤用枠

•  Amazon  SNS  Mobile  Push  の使い⽅方
–  マネージメントコンソールから
–  プログラムから

•  Q&A
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ユーザ認証
ユーザの管理理や
IDプロバイダとの連携

アクセスの認可
クラウドリソースへの
セキュアなアクセス

データの同期
ユーザ設定等の複数
デバイス間での同期

ユーザの⾏行行動分析
アクティブユーザや
エンゲージメントの追跡

保持率率率の追跡
ファンネルやキャペーン
効果の管理理

メディアの管理理
ユーザが投稿した写真やその他
メディアの保存と共有

メディアの配信
モバイルデバイスの⾃自動識識別と
素早く、グローバルなコンテンツの配信

プッシュ通知の送信
ユーザをアクティブに保つための信頼性の⾼高い
メッセージ送信

共有データの保存
複数ユーザ、デバイス間における共有データの
保存と⾼高速な検索索

データのリアルタイム解析
リアルタイムなクリックストリームやログ等の
収集とそれに対する素早いアクションの実施

Your  
Mobile  
App

モバイルアプリ開発の課題



AWS モバイルサービスのご紹介

Amazon  Cognito

Kinesis  Connector DynamoDB  Connector S3  Connector SQS  Connector SES  Connector

グローバルインフラ
(リージョン、アベイラビリティゾーン、エッジロケーション)

コアとなるサービス群

モバイルに最適化
されたコネクタ

モバイルに最適化
されたサービス

お客様のモバイルアプリ、ゲーム、デバイス
AWS  Mobile  SDK,  API  Endpoints,  Management  Console

コンピュート ストレージ ネットワーク 分析 データベース

統合されたSDK

Amazon  Mobile  Analytics Amazon  SNS  Mobile  Push



ユーザ認証

アクセスの認可

データの同期

ユーザの⾏行行動分析

保持率率率の追跡

メディアの管理理

メディアの配信

プッシュ通知の送信

共有データの保存

データのリアルタイム解析

Your  
Mobile  
App

モバイルアプリ開発の課題

Amazon  Cognito
(Identity  Broker)

AWS  Identity  and  
Access  Management

Amazon  Cognito  
(Sync)

Amazon  Mobile  
Analytics

Amazon  Mobile  
Analytics

Amazon  S3
Transfer  Manager

Amazon  CloudFront
(Device  Detection)

Amazon  DynamoDB
(Object  Mapper)

Amazon  Kinesis
(Recorder)

Amazon  SNS  
Mobile  Push

AWS  Mobile  SDK



モバイルに最適化されたサービス

1

Amazon  Mobile  Analytics
・アプリの利利⽤用状況に関するデータの収集と分析
・グラフィカルなレポーティングとデータ連携

Amazon  Cognito
・ソーシャルログインによる認証 　
・オフラインでも動作する柔軟なデータ保存／同期機能

Amazon  SNS  Mobile  Push
・クロスプラットフォームなモバイルプッシュ通知
・簡単なトークン管理理
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モバイルプッシュ通知とは

1 

いいえ はい

キャンペーン情報が届きま
した。メッセージを閲覧し

ますか？

バッジ サウンド メッセージ



モバイルプッシュ通知ならアプリが起動していなくて
も通知が可能

•  ユーザは通知を受け取るか否か
設定可能

•  特定のデバイス上の特定のアプ
リにのみ通知する事も可能

•  送るのは短いメッセージ：  アプ
リを起動していただくきっかけ



特定のデバイス上の特定のアプリに通知

モバイルアプリ 送信者 



通知は各プラットフォーム独⾃自の仕組みで送信

送信者 モバイルアプリ 

モバイル 
プラットフォーム 

(e.g. Apple,  
Google,  
Amazon) 

 



送信者側でデバイスごとのトークンおよびユーザ
の受信設定を管理理

トークンの管理理

トークンのフィードバック

モバイル 
プラットフォーム 

(e.g. Apple,  
Google,  
Amazon) 

 

送信者 モバイルアプリ 



メッセージを通知するまでのフロー

モバイルプラットフォーム モバイルアプリ 

送信者 

1. トークン要求 

2. トークン返却 
(Token) 

3. トークン収集 
(Token) 

6. メッセージ送信要求 
(Token + Payload) 

7. メッセージ送信 
(Payload) 

4. トークン保存 (Token) 
5. メッセージ作成 (Payload) 



プラットフォームごとに通知の⽅方法は異異なる

Apple APNS 

Google GCM 

Amazon ADM 

•  異異なるAPI

•  異異なる機能

•  異異なるフィードバック機構



⼤大量量のデバイスへの通知の管理理運⽤用は⼤大きな問題に

送信者 

モバイルアプリ 

Apple APNS 

Google GCM 

Amazon ADM 



プラットフォームごとのAPIを抽象化した中間プロバイダを利利
⽤用する

ASP 
 

MBaaS 
 

OSS 

中間プロバイダ 

送信者 

モバイルアプリ 

Apple APNS 

Google GCM 

Amazon ADM 



プラットフォームを抽象化することの  メリット／デメリット

ü どのプラットフォームの
アプリに対しても簡単に
送信できる

ü 信頼性のある通知の管理理
ができる

û  運⽤用の複雑化

û  スケーラビリティの確保

û  堅牢牢性の確保

û  コスト  –  プラットフォー
ム側が無料料だとしても

メリット デメリット

けんろうせい



プラットフォームを抽象化することの  メリット／デメリット

ü どのプラットフォームの
アプリに対しても簡単に
送信できる

ü 信頼性のある通知の管理理
ができる

û  運⽤用の複雑化

û  スケーラビリティの確保

û  堅牢牢性の確保

û  コスト  –  プラットフォー
ム側が無料料だとしても

メリット デメリット

けんろうせい

Amazon  SNS  Mobile  Push  なら  ⼤大丈夫



Amazon  SNS  Mobile  Push  はプラットフォーム横断型プッ
シュ通知のための中間マネージドサービス

Amazon SNS 
Mobile Push 

Apple Devices 

Google Devices 

Amazon Kindle Fire Devices 

送信者 

>  その他のプラットフォームにも対応



対応しているプラットフォームは以下のとおり

ü Apple  Push  Notification  Service（APNS）
ü Google  Cloud  Messaging（GCM）
ü Amazon  Device  Messaging（ADM）
ü Baidu  Cloud  Push（Baidu）
ü Microsoft  Push  Notification  Service  for  Windows  
Phone（MPNS）:Windows  8  〜～,  Windows  Phone  8.1  〜～

ü Windows  Push  Notification  Services（WNS）:Windows  
Phone  7  〜～



Endpoint  と  Topic  について⽤用語説明
Endpoint Topic

Topic 

デバイスを SNS に登録すると発行される 
SNS 上でのデバイス識別子 

Endpoint返却

トークン登録

SNS モバイルアプリ 

複数の Endpoint を束ねてグルーピング 
したもの 

Endpoint

Endpoint

Endpoint

1トピックあたり
最⼤大1,000万サブスクリプション(緩和可)
3,000トピックまで作成可

トークン Endpoint 

1ebf21e3e1c56d061
be2c520f448….. 

arn:aws:sns:ap-northeast-1:xxxxxxx:endpoint/
APNS_SANDBOX/MobilePushTest/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx1 

1d3a8db9eba038315
385cdb892ab….. 

arn:aws:sns:ap-northeast-1:xxxxxxx:endpoint/
APNS_SANDBOX/MobilePushTest/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx2 

2abc3273330ea22b8
f95503b93ee3….. 

arn:aws:sns:ap-northeast-1:xxxxxxx:endpoint/
APNS_SANDBOX/MobilePushTest/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx3 



Apple 

Kindle  
Fire 

Windows 
Phone 

Google 

Publish 

Apple 

Kindle  
Fire 

Windows 
Phone 

Google 

Publish 

プラットフォーム特有のメッセージペイロードを通知するこ
とも可能
⼀一度度のPublish指⽰示で同じメッセージを
送信

プラットフォームそれぞれに異異なる
ペイロードを送信



デバイスごとにメッセージを通知することも、グループに
⼀一⻫斉通知することも可能

Publish 

Publish 

Publish 

Publish 

デバイスごとに直接通知 Topic  による⼀一⻫斉通知

Topic 

1トピックあたり
最⼤大1,000万サブスクリプション(緩和可)
3,000トピックまで作成可

Endpoint

Endpoint

Endpoint

Endpoint

Endpoint

Endpoint



メッセージサイズの上限はプラットフォームごと
•  Apple Push Notification Service (APNS) 

•  256 bytes(~iOS7), 2KB(iOS8) 
•  https://developer.apple.com/library/ios/documentation/NetworkingInternet/Conceptual/

RemoteNotificationsPG/Chapters/ApplePushService.html 
•  Google Cloud Messaging (GCM) 

•  4096 bytes 
•  http://developer.android.com/intl/ja/google/gcm/adv.html 

•  Amazon Device Messaging (ADM) 
•  6144 bytes 
•  https://developer.amazon.com/sdk/adm/sending-message.html 

•  Baidu Cloud Push (Baidu) 
•  256 bytes 
•  http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/sns/latest/dg/SNSMobilePushBaiduPublish.html 

•  Microsoft Push Notification Service for Windows Phone (MPNS) 
•  3072 bytes 
•  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402558%28v=vs.92%29.aspx 

•  Windows Push Notification Services (WNS) 
•  5000 bytes 
•  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh465435.aspx#WNSResponseCodes 



各プラットフォームからのフィードバックを基に
トークンの⼊入れ替えや無効化を⾃自動実⾏行行

Amazon SNS 
Mobile Push 

トークンの登録 

トークンのフィードバック •  デバイスごとに安
定したエンドポイ
ントを提供

•  トークンフィード
バックを参照可能

送信者 モバイルアプリ 

モバイル 
プラットフォーム 



多くの⾔言語とプラットフォームをカバーするSDKとIDE

お好みの⾔言語やプラットフォームのSDKを選択

お好みのIDEに統合

Eclipse Visual Studio CLI Powershell 

iOS Android Java Python PHP .NET Ruby Node.js JavaScript 

コマンドラインから



Amazon  SNS  Mobile  Push  のスケーラビリ
ティならアプリが必要とする分だけの通知をいつ
でも送信可能

•  数通のメッセージから億単位のメッセージまで
•  数個のデバイスから億単位のデバイスまで

...これらを設定／運⽤用管理理の⼿手間なしで

...堅牢牢性や信頼性を⼼心配せず
けんろうせい



料料⾦金金・無料料使⽤用枠

ひと⽉月あたり  100  万リクエストまで無料料
•  100  万の  Publish（アプリà  SNS）
•  100  万のモバイルプッシュ通知（SNS  à各プラットフォーム）

以降降は  100  万リクエスト当たり  $1.00
•  $0.50  で  100  万  publish  （アプリà  SNS）
•  $0.50  で  100  万モバイルプッシュ通知（SNS  à各プラットフォーム）
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–  SDK,  IDE
–  料料⾦金金・無料料使⽤用枠

•  Amazon  SNS  Mobile  Push  の使い⽅方
–  マネージメントコンソールから
–  プログラムから

•  Q&A



https://s3.amazonaws.com/codesamples/sns/latest/snsmobilepush.zip 

サンプルアプリケーション

iOS  受信サンプルアプリ
（~∼iOS7.1対応）

Java  サンプルアプリ



iOS  受信サンプルアプリ

didFinishLaunchingWithOptions  ハンドラで
Device  Token  を  APNS  に要求する

didRegisterForRemotoNotification…  ハンドラで
Device  Token  を取得できたらログに書き出す

didRecieveForRemotoNotification…  ハンドラで
メッセージを受信したらアラートダイアログを表⽰示する



iOS  受信サンプルアプリ
1.  [▶]  をクリック

deviceToken: e1ebf21e 3e1c56d0 61be2c52 0f448fb1 
42c32456 45d2dd97 d1ce5fb5 7436394a 

2.  コンソールに
トークンが表⽰示される

3.  コピーする



アプリケーションを作成

1.  [Add  a  New  App]  をクリック



アプリケーションを作成

1.  [Application  Name]  を⼊入⼒力力
2.  [Push  Platform]  は  [APNS_̲SANDBOX]  を選択

3.  [Browse]  をクリックして  [証明書]  を選択
4.  [Enter  Password]  にパスワードを⼊入⼒力力
5.  [Load  Credentials  from  File]  をクリック

6.  [Add  New  App]  をクリック ※アプリケーションが作成される

作成完了了！



トークンを登録  

3
4.  [Add  Endpoint]  をクリック

3.  [User  Data]  を⼊入⼒力力

2.  [先ほどコピーした
トークン]  を⼊入⼒力力

※User  Data  は  
任意のデータであり
SNS  では使⽤用されない
（最⼤大2KB,  UTF8）
 

※CSV  で⼀一括登録も可能
（最⼤大2MB）

1.  [Add  Endpoint]  
をクリック



トークンを登録  

※トークンが登録される

登録完了了！



メッセージを送信
・Endpoint  ごとに送信する

プラットフォーム独⾃自の
フォーマットにも対応

3.  [Message]  を⼊入⼒力力

1.  [Endpoint]  を
1件選択 2.  [Publish]  をクリック

4.  [TTL]  を⼊入⼒力力
5.  [Use  text  fomat]  を選択 ※TTL(秒)  を超えて

受信されないメッセージ
は破棄される

※プラットフォーム独⾃自
フォーマットにも対応

6.  [Publish  Message]  をクリック

送信完了了！



スマートフォンアプリでメッセージを受信

OK

こんにちは



メッセージを⼀一⻫斉送信
・Topic  を作成して  Endpoint  を  Subscribe  する
1.  [Create  New  Topic]

  をクリック 2.  [Topic  Name]  を⼊入⼒力力

3.  [Create  Topic]  
をクリック

4.  [Create  Subscription]  
をクリック

5.  [Application]  を選択
6.  [Endpoint]  を⼊入⼒力力

7.  [Subscribe]  
をクリック



メッセージを⼀一⻫斉送信
・Topic  で⼀一⻫斉送信する

1.  [Publish]
  をクリック

※プラットフォーム独⾃自
フォーマットにも対応

2.  適宜⼊入⼒力力

3.  [Publish  Message]  をクリック 送信完了了！



複数のスマートフォンアプリでメッセージを受信

OK

こんにちは

OK

こんにちは

OK

こんにちは



トークンを  Amazon  SNS  Mobile  Push  へ登録
する⽅方法

•  モバイルアプリ  →  SNS  (2-‐‑‒tier)  
•  Credential  をモバイルアプリに埋め込んでトークンを  SNS  へ登録
•  Token  Vending  Machine  で  Temporary  credential  を発⾏行行して  
トークンを  SNS  へ登録

•  Amazon  Cognito  で  Temporary  credential  を発⾏行行してトークンを  
SNS  へ登録

•  モバイルアプリ  →  ウェブアプリ  →  SNS  (3-‐‑‒tier)  
•  独⾃自構築ウェブアプリの  API  経由でトークン  SNS  へ登録

シンプル

多機能

ダメ



Credential  をモバイルアプリに埋め込んで
トークンを  SNS  へ登録

モバイル
プラットフォーム モバイルアプリ

1.  トークン要求

2.  トークン返却

3.  トークン登録
(Create  Platform  
Endpoint)

SNS

Credential

4.  EndpointArn
返却

5.  EndpointArn  保存

EndpointArn,  属性情報

属性情報と紐紐付けて管理理するなら…

（属性情報も）



ü 構築が⾮非常に簡単

ü 低コスト

û  Credential  漏漏洩の可能性

û  権限の絞込み必須

û  変更更が必要な場合にアップデー
トするのが⼤大変（ユーザがアッ
プデートしてくれない、審査に
時間がかかる）

û  複雑な通知を実現するには別途
ウェブアプリが必要

メリット デメリット

Credential  をモバイルアプリに埋め込んで
トークンを  SNS  へ登録

アンチパターン！



Token  Vending  Machine  で  Temporary  
credential  を発⾏行行してトークンを  SNS  へ登録

モバイル
プラットフォーム モバイルアプリ

1.  トークン要求

2.  トークン返却
5.  トークン登録

(Create  Platform  Endpoint)

SNS6.  EndpointArn  返却

AWS  Security  
Token  Service

3.  Temporary  credential  要求

4.  Temporary  credential  返却

属性情報と紐紐付けて管理理するなら…

EndpointArn,  属性情報

TVM

7.  EndpointArn  保存
（属性情報も）

TVM

Web

ELB



ü Credential  漏漏洩の回避

ü 変更更が必要な場合にアッ
プデートするのが容易易

メリット デメリット

Token  Vending  Machine  で  Temporary  
credential  を発⾏行行してトークンを  SNS  へ登録

û  TVM  の構築と運⽤用

û  スケーラビリティの確保

û  堅牢牢性の確保

û  複雑な通知を実現するには
別途ウェブアプリが必要

けんろうせい



Amazon  Cognito  で  Temporary
credential  を発⾏行行してトークンを  SNS  へ登録

モバイル
プラットフォーム モバイルアプリ

1.  トークン要求

2.  トークン返却
5.  トークン登録

(Create  Platform  Endpoint)

SNS6.  EndpointArn  返却

3.  Temporary  credential  要求

4.  Temporary  credential  返却

属性情報と紐紐付けて管理理するなら…

EndpointArn,  属性情報

TVM

7.  EndpointArn  保存
（属性情報も）

Cognito



ü 構築が⾮非常に簡単

ü Credential  漏漏洩の回避

ü スケーラビリティの確保

ü 堅牢牢性の確保

メリット デメリット

û  複雑な通知を実現するには
別途ウェブアプリが必要

Amazon  Cognito  で  Temporary
credential  を発⾏行行してトークンを  SNS  へ登録

シンプルな要件にマッチ！



独⾃自構築ウェブアプリの  API  経由で  
トークンを  SNS  へ登録

モバイル
プラットフォーム モバイルアプリ

1.  トークン要求

2.  トークン返却

3.  トークン収集

4.  トークン登録
(Create  Platform  
Endpoint)

5.  EndpointArn  返却

6.  EndpointArn  保存

SNS

Credential

Credential

（属性情報も）

DatabaseWeb

ELB



独⾃自構築ウェブアプリの  API  経由で  
トークンを  SNS  へ登録

モバイル
プラットフォーム モバイルアプリ

1.  トークン要求

2.  トークン返却

3.  トークン収集

4.  トークン登録
(Create  Platform  
Endpoint)

5.  EndpointArn  返却

6.  EndpointArn  保存

SNS

Credential

Credential

（属性情報も）

DatabaseWeb

ELB

SQS
Worker RDS

DynamoDBCloudSearch



ü 属性情報とトークンを紐紐
付けて柔軟に管理理できる

ü 検索索やグルーピングに
よって複雑な通知を実現
できる

û  ウェブアプリの構築と運⽤用

û  スケーラビリティの確保

û  堅牢牢性の確保

û  コスト

メリット デメリット

けんろうせい

独⾃自構築ウェブアプリの  API  経由で  
トークンを  SNS  へ登録

⾼高機能な要件にマッチ！



Amazon  SNS  Mobile  Push  からメッセージを
送信する⽅方法

•  マネージメントコンソールから送信
→  前述のとおり、1件送信(Endpoint)  or  ⼀一⻫斉送信(Topic)

•  プログラムからトークンと属性情報を紐紐付けて
検索索のうえ送信



マネージメントコンソールから送信

モバイル
プラットフォーム モバイルアプリ SNS

Topic

1.  Publish

2.  メッセージ送信要求

3.  メッセージ送信

Management
Console

シンプルな要件にマッチ！



プログラムからトークンと属性情報を
紐紐付けて検索索のうえ送信

モバイル
プラットフォーム モバイルアプリ

5.  メッセージ送信

2.  EndpointArn  ⼀一覧

SNS

Credential

Credential

1.  属性情報
などで検索索

Web Database

ELB

Worker

3.  Publish4.  メッセージ送信要求
メッセージ

⾼高機能な要件にマッチ！
管理理ツール



トークン登録／メッセージ送信のまとめ

シンプル ⾼高機能

モバイル
プラットフォーム モバイルアプリ

SNS

TVMCognito

モバイル
プラットフォーム モバイルアプリ SNS

SNS

Credential

Credential

Web Database

ELB

Worker

モバイル
プラットフォーム モバイルアプリ

トークン登録

メッセージ送信

Topic

トークン登録＆メッセージ送信

管理理ツール



トークンを登録して  Endpoint  を⽣生成する  Java  サンプル

String applicationArn = platformApplicationResult.getPlatformApplicationArn(); 
 
CreatePlatformEndpointRequest platformEndpointRequest =  

 new CreatePlatformEndpointRequest(); 
 
platformEndpointRequest.setCustomUserData(customData); 
platformEndpointRequest.setToken(platformToken); 
platformEndpointRequest.setPlatformApplicationArn(applicationArn); 
 
CreatePlatformEndpointResult platformEndpointResult =  

 snsClient.createPlatformEndpoint(platformEndpointRequest); 

端末から取得したトークン

アプリケーションARN



Endpoint  にメッセージを送信する  Java  サンプル

PublishRequest publishRequest = new PublishRequest(); 
 
Map<String, String> messageMap = new HashMap<String, String>(); 
messageMap.put(platform.name(), getPlatformSampleMessage(platform)); 
publishRequest.setTargetArn(platformEndpointResult.getEndpointArn()); 
publishRequest.setMessageStructure("json"); 
 
message = jsonify(messageMap); 
publishRequest.setMessage(message); 
 
PublishResult publishResult = snsClient.publish(publishRequest); 

メッセージを設定

Publish  でメッセージ送信



Event  管理理の設定
2.  Endpointの  追加  /  削除  /  更更新  /  送信失敗  という

Eventが発⽣生した場合にSNSで検知が可能

1.  [Configure  Events]
  をクリック

3.  [Save  Configuration]
  をクリック

{ 
    "EndpointArn":"arn:aws:sns:ap-northeast-1:xxxxxxxxxx:endpoint/APNS_SANDBOX/MobilePushTest/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx", 
    "EventType":"EndpointCreated", 
    "Resource":"arn:aws:sns:ap-northeast-1:xxxxxxxxxx:app/APNS_SANDBOX/MobilePushTest", 
    "Service":"SNS", 
    "Time":"2015-03-11T03:45:22.545Z", 
    "Type":"EndpointCreated” 
} 

4.  Event  発⽕火時に
以下の様な通知を受信



CloudWatch  によるモニタリング

1.  [Delivery  Status]
  をクリック

2.  [Save  Configuration]
  をクリック

3.  CloudWatch  でログを
確認



フィードバックの取り込み

モバイル
プラットフォーム モバイルアプリ

SNS

Credential

Credential

Web Database

ELB

Worker1.  トークン  フィードバック

2.  Event,  Log

Worker
3.  トークン更更新



Amazon  SNS  Mobile  Push  のまとめ

•  クロスプラットフォームのモバイルプッシュ通知
 　  (Apple,  Google,  Amazon,  Baidu,  Windows)

•  ひと⽉月  100  万リクエスト無料料、以降降は  100  万ごとに  $1.00

•  堅牢牢性と信頼性とスケーラビリティを兼備

•  簡単なトークン管理理

けんろうせい



Agenda

•  AWS  モバイルサービスのご紹介
•  Amazon  SNS  Mobile  Push  

–  モバイルプッシュ通知とは
–  機能概要
–  SDK,  IDE
–  料料⾦金金・無料料使⽤用枠

•  Amazon  SNS  Mobile  Push  の使い⽅方
–  マネージメントコンソールから
–  プログラムから

•  Q&A



Q&A



Webinar資料料の配置場所

•  AWS  クラウドサービス活⽤用資料料集
–  http://aws.amazon.com/jp/aws-‐‑‒jp-‐‑‒introduction/



公式Twitter/Facebook
AWSの最新情報をお届けします

@awscloud_jp	
検索	

最新技術情報、イベント情報、お役立ち情報、お得なキャンペーン情報などを 
日々更新しています！ 

もしくは 
http://on.fb.me/1vR8yWm	



ご参加ありがとうございました。


