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開発オプション

Amazon Simple Workflow Service と
は何ですか?

Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) を使用すると、分散コンポーネント全体にわたって作業
を調整するアプリケーションを簡単に構築できます。Amazon SWF では、タスクはアプリケーションのコ
ンポーネントによって実行される作業の論理ユニットを表します。複数のアプリケーションにわたる作業
の調整には、アプリケーションの論理的フローに従ったタスク間の依存関係、スケジューリング、および
同時実行の管理が含まれます。Amazon SWF を使用すると、タスクの実装と調整を完全に制御することが
できます。進行状況を追跡してその状態情報を維持するといった、内部的に複雑な処理を行う必要はあり
ません。

Amazon SWF を使用する場合、ワーカーを実装してタスクを実行します。これらのワーカーは Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) などのクラウドインフラストラクチャ、またはオンプレミスで実
行できます。長時間実行されるか、失敗、タイムアウト、再起動を必要とする可能性があり、またはさま
ざまなスループットとレイテンシーで完了する可能性のあるタスクを作成できます。Amazon SWF はタ
スクを保存し、ワーカーの準備ができたときにワーカーにタスクを割り当て、進捗状況を追跡して、完
了の詳細を含む状態を維持します。タスクを調整するには、Amazon SWF から最新の状態を取得するプ
ログラムを記述し、それを使って後続のタスクを開始します。Amazon SWF は、アプリケーションの実
行状態を永続的に維持するため、アプリケーションは個別のコンポーネントでの障害に対して強くなりま
す。Amazon SWF を使用すると、これらのアプリケーションコンポーネントの実装、デプロイ、スケーリ
ング、変更ができます。

Amazon SWF は、さまざまなアプリケーション要件をサポートする機能を備えています。メディア処理、
ウェブアプリケーションのバックエンド、業務プロセスワークフロー、分析パイプラインなど、タスクの
調整が必要な広範にわたるユースケースに適しています。

開発オプション
Amazon Simple Workflow Service を使用してワークフローソリューションを実装するには、多数のオプ
ションがあります。

トピック
• AWS SDK (p. 1)
• AWS Flow Framework (p. 2)
• HTTP サービス API (p. 2)
• 開発環境 (p. 3)

AWS SDK
Amazon SWF は、AWSSDK は Java、.NET、Node.js、PHP、PHP バージョン 2、Python および Ruby に
対応しており、選択したプログラミング言語で Amazon SWF HTTP API を使用するための便利な方法を提
供します。

これらのライブラリで公開されている API アクションを使用して、ディサイダー、アクティビティ、ワー
クフロースターターを開発できます。さらに、これらのライブラリを介して可視性オペレーションにアク
セスし、独自の Amazon SWF モニタリングおよびレポートツールを開発できます。

次のいずれかをダウンロードするにはAWSSDK、に行くhttps://aws.amazon.com/code。
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AWS Flow Framework

各 SDK での Amazon SWF メソッドの詳細については、お使いの SDK の言語固有のリファレンスドキュ
メントを参照してください。

利用可能なリストは次のとおりです。AWSSDK ドキュメント。

• AWSJava 開発者ガイド | Amazon SWF
• AWS SDK for Java API リファレンス
• AWS SDK for .NET API リファレンス
• AWS向け SDKJavaScriptでの Node.js API リファレンス
• AWS SDK for PHP API リファレンス
• AWSSDK for Python (Boto) API リファレンス
• AWS SDK for Ruby API リファレンス

AWS Flow Framework
-AWS Flow Frameworkは Amazon SWF でワークフローとして実行できる分散型の非同期プログラムを記
述するための拡張 SDK です。これは Java プログラミング言語で使用でき、複雑な分散型のプログラムの
記述を簡素化するクラスを提供します。

AWS Flow Framework では、事前定義されたタイプを使用して、ワークフローの定義をプログラムのメ
ソッドに直接マップできます。

AWS Flow Framework は、例外ベースのエラー処理など、標準のオブジェクト指向の概念をサポートしま
す。それにより、複雑なワークフローの実装が簡単になります。AWS Flow Framework で書かれたプログ
ラムは、希望のエディタまたは IDE 内で完全に作成、実行、デバッグできます。詳細については、AWS 
Flow Framework のウェブサイトを参照してください。

AWS Flow Framework ドキュメントのリンクを次に示します。

• AWS Flow Framework向け Java 開発者ガイド
• AWS Flow Framework for Java リファレンス

AWS Flow Framework サンプルコード
AWS Flow Framework ドキュメントに表示されるコードスニペットに加えて、次の場所で完全なダウン
ロード可能サンプルを取得できます。

• AWS Flow Framework レシピ
• AWS Flow FrameworkAmazon SWF のサンプル

HTTP サービス API
Amazon SWF は HTTP リクエスト経由でアクセス可能なサービスオペレーションを提供します。これらの
オペレーションを使用して Amazon SWF と直接通信したり、HTTP を介して Amazon SWF と通信できる
任意の言語で独自のライブラリを開発したりできます。

サービス API を使用して、ディサイダー、アクティビティワーカー、またはワークフロースターターを開
発できます。また、API を介して可視性オペレーションにアクセスし、独自のモニタリングおよびレポー
トツールを開発できます。

API を使用する方法については、「Amazon SWF に対する HTTP リクエストの実行 (p. 133)」を参照し
てください。API オペレーションの詳細については、Amazon Simple Workflow Service API リファレン。
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開発環境

開発環境
使用するプログラミング言語に適した開発環境を設定する必要があります。たとえば、Java を使用して 
Amazon SWF 向けに開発する場合、Java 開発環境 (AWS SDK for Java、各開発ワークステーションで利
用できます。Java 開発に Eclipse IDE を使用する場合は、AWS Toolkit for Eclipse。ツールキットは、次の
ような機能を追加する Eclipse プラグインです。AWS開発。

プログラミング言語にランタイム環境が必要な場合は、これらのプロセスを実行する各コンピュータでそ
の環境をセットアップする必要があります。
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概念

Amazon SWF の紹介
より多くのアプリケーションが非同期の分散処理に頼るようになっています。そのようなアプリケーショ
ンの拡張性がこの方法を使用する主な理由です。独立した分散コンポーネントを設計することにより、ア
プリケーションの不可が増大する場合に、開発者はアプリケーションの一部を独立してデプロイおよびス
ケールアウトできる柔軟性を持つことになります。もう 1 つの理由は、クラウドサービスの可用性です。
アプリケーション開発者がクラウドコンピューティングを活用し始めると、既存のオンプレミスアセット
を追加のクラウドベースのアセットに組み合わせる必要があります。非同期の分散手法を活用するもう 1 
つの理由は、アプリケーションによりモデル化されるプロセスに固有の分散性です。たとえば、オーダー
フルフィルメントビジネスプロセスの自動化には、いくつものシステムおよび人間によるタスクが必要か
もしれません。

そのようなアプリケーションを開発するのは複雑です。複数の分散コンポーネントの実行を調整し、リ
モート通信につきものの増加するレイテンシーおよび信頼性のなさに対処する必要があります。これを実
現するためには、通常、メッセージキューおよびデータベースを含む複雑なインフラストラクチャに加え
て、それらを同期するための複雑なロジックを記述する必要があります。

The Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) では、分散コンポーネントを調整し実行状態を信頼
できる方法で維持するためのプログラミングモデルおよびインフラストラクチャが提供されることで、非
同期分散アプリケーションの開発が容易になります。Amazon SWF に頼ることで、アプリケーションを差
別化する側面の構築に集中することができます。

シンプルなワークフローの概念
Amazon SWF のワークフローを理解するのに必要な基本概念を以下に紹介します。このガイドの続くセク
ションでもさらに説明されます。次の説明は、ワークフローの構造とコンポーネントの概要です。

Amazon SWF の基本概念はワークフローです。ワークフローは、目標を実現する一連のアクティビティ、
および、そのアクティビティを調整するロジックです。例えば、ワークフローはお客様からの注文を受
け、それを実現するために必要なアクションを実行することができます。各ワークフローは、ドメインと
呼ばれる AWS リソースで実行され、それがワークフローのスコープを管理します。AWS アカウントは複
数のドメインを持つことができ、それぞれに複数のワークフローを含めることができますが、異なるドメ
インのワークフローは連動できません。

Amazon SWF ワークフローを設計するときは、それぞれの必要なアクティビティを正確に定義します。そ
れから、Amazon SWF でアクティビティタイプとして各アクティビティを登録します。アクティビティを
登録する際、名前やバージョン、および、アクティビティの継続時間の予想に基づくタイムアウト値など
の情報を提供します。たとえば、注文は 24 時間以内に発送されると顧客が期待する場合があります。そ
のような期待はアクティビティの登録時に指定するタイムアウト値の情報になります。

ワークフロー実行のプロセス中、いくつかのアクティビティは、おそらく入力内容を変えて、何度も
実行する必要があります。たとえば、顧客注文ワークフローで、購入された項目を処理するアクティビ
ティがあります。顧客が複数の項目を購入すると、このアクティビティは複数回実行する必要がありま
す。Amazon SWF には、アクティビティの 1 回の呼び出しを表すアクティビティタスクの概念がありま
す。この例では、各項目の処理は 1 つのアクティビティタスクによって表されます。

アクティビティワーカーは、アクティビティタスクを受け取り、実行し、結果を返すプログラムです。タ
スク自体は人によって実行されるかもしれません。その場合は、その人がタスクの受け取りと処理のアク
ティビティワーカーソフトウェアを使用します。1 つの例は、統計アナリストで、一連のデータを受け取
り、分析し、それから分析を送り返します。

アクティビティタスク (およびそれらを実行するアクティビティワーカー) は、同期または非同期で実行す
ることができます。それらは、異なる地理的リージョンにある複数のコンピュータ間で分散することが可
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能で、または、同じコンピュータ上ですべてを実行することもできます。異なるアクティビティワーカー
はさまざまなプログラミング言語で作成されており、さまざまなオペレーティングシステムで実行でき
ます。たとえば、1 つのアクティビティワーカーをアジアにあるデスクトップコンピュータ上で実行し、
別のアクティビティワーカーを北米にあるポータブルなコンピュータデバイス上で実行することができま
す。

ソフトウェアプログラムに含まれるワークフローの調整ロジックはディサイダーと呼ばれます。ディサイ
ダーはアクティビティタスクのスケジューリングを行い、入力データをアクティビティワーカーに提供
し、ワークフローの進行中に届くイベントを処理し、最終的に目標が達成されるとワークフローを完了し 
(閉じ) ます。

Amazon SWF サービスのロールは、ディサイダー、アクティビティワーカー、およびワークフローの管理
者などの他の関連エンティティ間でデータを交換するための信頼性のある集中ハブとして機能することで
す。Amazon SWF では、各ワークフロー実行の状態も維持されるため、アプリケーションが永続的に状態
を保存する必要がなくなります。

ディサイダーは、Amazon SWF からの決定タスクの受け取り、および、Amazon SWF への決定の返信に
より、ワークフローを指示します。決定は、ワークフローでの次のステップである 1 つまたは一連のアク
ションです。一般的な決定は、アクティビティタスクをスケジューリングすることです。また、アクティ
ビティタスクの実行を遅らせるためのタイマーを設定するため、すでに進行中のアクティビティタスクの
キャンセルをリクエストするため、また、ワークフローの完了 (閉じる) するためにも決定が使用されま
す。

アクティビティワーカーとディサイダーの両方がタスク (アクティビティタスクおよびディシジョンタス
クのそれぞれ) を受け取るメカニズムは、Amazon SWF サービスのポーリングによります。

Amazon SWF は、各ディシジョンタスクに現在のワークフローの実行履歴のコピーを各ディシジョンタク
スに含めることにより、ワークフローの状態をディサイダーに通知します。ワークフローの実行履歴はイ
ベントで構成されていて、イベントはワークフローの実行状態の重要な変更を表します。イベントの例と
して、タスクの完了、タスクがタイムアウトした通知、または、ワークフローの実行より前設定されてい
たタイマーの時間切れ、などがあります。履歴は、完全で、一貫性があり、信頼性のあるワークフローの
進行の記録です。

Amazon SWF アクセスコントロールはAWS Identity and Access Management (IAM) を使用します。これ
により、管理された制限的な方法でAWSリソースへのアクセスを提供できます。たとえば、ユーザーがア
カウントへアクセスする際、特定のドメインでの特定のワークフローを実行することのみを許可すること
ができます。

ワークフロー実行
前のセクションで説明したアイデアをひとつにまとめて、ここに Amazon SWF でワークフローを開発し
て実行するステップの概要を示します。

1. ワークフローの処理ステップを実装するアクティビティワーカーを記述します。
2. ワークフローの調整ロジックを実装するディサイダーを記述します。
3. アクティビティとワークフローを Amazon SWF で登録します。

このステップは、AWS Management Console を使用して、または、プログラムで実行できます。
4. アクティビティワーカーとディサイダーを開始します。

これらのアクターは Amazon SWF エンドポイントにアクセスできる任意のコンピューティングデバイ
スから実行できます。例えば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、データセンターのサー
バー、さらにはモバイルデバイスなどといった、クラウド内のコンピューティングインスタンスを使用
して、ディサイダーまたはアクティビティワーカーをホストすることができます。起動すると、ディサ
イダーとアクティビティワーカーはタスクのために Amazon SWF のポーリングを開始します。

5. ワークフローの実行を 1 つ以上開始します。
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実行はプログラムによって、または AWS Management Console で開始できます。

各実行は独立して動作し、それぞれに独自の入力データのセットを提供できます。実行が開始する
と、Amazon SWF は最初の決定タスクをスケジュールします。これに応じて、ディサイダーはアク
ティビティタスクを開始する決定を生成し始めます。ディサイダーが実行を閉じることを決めるまで実
行は継続します。

6. AWS Management Console を使用してワークフロー実行を表示します。

実行の完全な詳細、また完了した実行をフィルタリングして表示できます。たとえば、オープンな実行
を選択して、どのタスクが完了したか、およびその結果を確認できます。
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Amazon SWF のセットアップ
トピック

• AWS アカウントとアクセスキー (p. 7)
• エンドポイント (p. 8)

このセクションでは、Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) を使用して開発するための前提条
件と、利用可能な開発オプションについて説明します。AWS のサービスを使用するための最初のステッ
プは、次のセクションで詳しく説明するように AWS アカウントにサインアップすることです。アカウ
ントを設定すると、Amazon SWF を AWS でサポートされているプログラミング言語で開発することが
できます。Java や Ruby の開発者は、AWS Flow Framework も利用できます。AWS Identity and Access 
Management を使用すると、AWS アカウント所有者以外の個人に付与する Amazon SWF リソースへのア
クセス権を付与します。

AWS アカウントとアクセスキー
Amazon SWF にアクセスするには、AWS アカウントにサインアップする必要があります。

AWS にサインアップしてアカウントを作成するには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。
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どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

• AWS SDK、ツール、および 
AWS API については、「AWS 
SDK とツールリファレンスガ
イド」の「IAM Identity Center 
認証」を参照してください。

IAM 一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。

エンドポイント
レイテンシーを軽減し要件を満たす場所にデータを保存するために、Amazon SWF では異なるリージョン
のエンドポイントが用意されています。

Amazon SWF の各エンドポイントは完全に独立しています。あるリージョンに登録したドメイン、ワー
クフロー、アクティビティは、データや属性を他のリージョンのものと共有しません。つまり、Amazon 
SWF ドメイン、ワークフローまたはアクティビティを登録すると、そのドメインは登録したリージョン
内にのみ存在します。例えば、SWF-Flows-1 という名前のドメインを 2 つの異なるリージョンに登録で
きますが、互いにデータや属性を共有することはありません。それぞれ独立したドメインとして機能しま
す。

Amazon SWF エンドポイントのリストについては、「Regions and Endpoints」(リージョンとエンドポイ
ント) を参照してください。
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Amazon SWF および Amazon SNS 
を使用したサブスクリプションワー
クフローのチュートリアル

このセクションでは、シーケンシャルに動作する 4 つのアクティビティで構成される Amazon SWF ワー
クフローアプリケーションを作成する方法について説明するチュートリアルを示します。その内容は次の
とおりです。

• デフォルトおよび実行時間のワークフローとアクティビティオプションの設定。
• 決定およびアクティビティタスクに関する Amazon SWF のポーリング。
• Amazon SWF を使用した、アクティビティとワークフロー間のデータの引き渡し。
• ヒューマンタスクを待機し、アクティビティタスクから Amazon SWF にハートビートを報告します。
• Amazon SNS を使用したトピックの作成、そのトピックへのユーザーのサブスクライブ、およびサブス

クライブしたエンドポイントへのメッセージの発行。

Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) と Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
を併用することで、「ヒューマンタスク」ワークフローをエミュレートすることができます。このワーク
フローでは、人間のワーカーが何らかのアクションを実行し、Amazon SWF と通信してワークフロー内の
次のアクティビティを起動する必要があります。

Amazon SWF はクラウドベースのウェブサービスであるため、Amazon SWF との通信は、インターネッ
トへ接続が利用できる場所であればどこからでも行うことができます。この場合は、Amazon SNS を使用
して、E メール、SMS テキストメッセージ、またはその両方によりユーザーと通信します。

このチュートリアルでは、AWS SDK for Ruby を使用して Amazon SWF および Amazon SNS にアクセス
していますが、AWS Flow Framework for Ruby を含めて、数多くの開発オプションがあり、Amazon SWF 
 とのより簡単な調整と通信を提供します。

Note

このチュートリアルでは AWS SDK for Ruby のバージョン 1 を使用します。SDK for Ruby は引
き続き動作しますが、代わりに AWS Flow Framework for Java を使用することをお勧めします。

Amazon SWF 開発オプションの完全なリストについては、「開発オプション (p. 1)」を参照してくださ
い。

トピック
• ワークフローについて (p. 10)
• Prerequisites (p. 10)
• チュートリアルのステップ (p. 10)
• サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 1: Amazon SWF を AWS SDK for Ruby 

と共に使用する (p. 11)
• サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 2: ワークフローの実装 (p. 13)
• サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 3: アクティビティの実装 (p. 20)
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• サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 4: アクティビティタスクポーラーの実
装 (p. 28)

• サブスクリプションワークフローのチュートリアル: ワークフローの実行 (p. 30)

ワークフローについて
開発するワークフローは、4 つの主要なステップで構成されます。

1. ユーザーからサブスクリプションアドレス (E メールまたは SMS) を取得します。
2. SNS トピックを作成し、トピックに対して提供されたエンドポイントにサブスクライブします。
3. ユーザーによるサブスクリプションの確認を待機します。
4. ユーザーが確認した場合、トピックに対して成功のメッセージを発行します。

これらのステップには、完全に自動化されたアクティビティ (ステップ 2 および 4) と、ワークフローが進
行するためには人間によるアクティビティへのデータの提供をワークフローが待機する必要があるその他
のアクティビティ (ステップ 1 および 3) が含まれます。

各ステップは前のステップで生成されたデータに基づいていて、トピックにサブスクライブする前にエン
ドポイントが必要です。また、確認などを待機する前にトピックのサブスクリプションが必要です。この
チュートリアルでは、完了時にアクティビティの結果を提供する方法、およびスケジュールされているタ
スクに入力を渡す方法についても説明します。Amazon SWF は、アクティビティとワークフローの間の情
報の調整と配信、およびその逆を行います。

また、キーボード入力と Amazon SNS の両方を使用して、Amazon SWF とワークフローにデータを提供
している人間との間の通信を処理しています。実際には、多くの異なる手法を使用して人間のユーザーと
通信できますが、Amazon SNS はワークフローのイベントについてユーザーに通知するために、E メール
またはテキストメッセージを使用するための非常に簡単な方法を提供します。

Prerequisites
このチュートリアルを実行するには、以下が必要です。

• Amazon Web Services アカウント
• Ruby インタープリタ
• AWS SDK for Ruby

既にこれらをセットアップしている場合、続行する準備ができています。例を実行したくない場合でも、
チュートリアルに従うことができます。このチュートリアルの内容の多くは、使用している 開発オプショ
ン (p. 1) に関係なく、Amazon SWF および Amazon SNS の使用に適用されます。

チュートリアルのステップ
このチュートリアルは、次のステップで構成されます。

1. サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 1: Amazon SWF を AWS SDK for Ruby と
共に使用する (p. 11)

2. サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 2: ワークフローの実装 (p. 13)

API バージョン 2012-01-25
10

http://portal.aws.amazon.com/gp/aws/developer/registration/index.html
https://www.ruby-lang.org/en/downloads/
http://aws.amazon.com/sdkforruby/


Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド
パート 1: SDK for Ruby で Amazon SWF を使用する

3. サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 3: アクティビティの実装 (p. 20)
4. サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 4: アクティビティタスクポーラーの実

装 (p. 28)
5. サブスクリプションワークフローのチュートリアル: ワークフローの実行 (p. 30)

サブスクリプションワークフローのチュートリアル
のパート 1: Amazon SWF を AWS SDK for Ruby と
共に使用する

トピック
• AWS SDK for Ruby を含む (p. 11)
• AWS セッションの設定 (p. 11)
• Amazon SWF ドメインの登録 (p. 12)
• 次のステップ (p. 13)

AWS SDK for Ruby を含む
utils.rb というファイルを作成して開始します。このファイルのコードは、ワークフローコードとアク
ティビティコードの両方で使用される Amazon SWF ドメインを取得または作成し、すべてのクラスに共
通のコードを配置する場所を提供します。

最初に、aws-sdk-v1 ライブラリをコードに含める必要があります。これにより、SDK for Ruby が提供
する機能を使用できるようになります。

require 'aws-sdk-v1'

これにより、AWS の名前空間にアクセスできます。これは、AWS の認証情報やリージョンなどのグロー
バルなセッション関連の値を設定する機能を提供し、AWS のサービス API へのアクセスも提供します。

AWS セッションの設定
AWS セッションを設定するには、(AWS のサービスにアクセスするために必要な) AWS 認証情報と、使用
する AWS リージョンを設定します。

AWS SDK for Rubyで AWS クレデンシャルを設定する には、環境変数（AWS_ACCESS_KEY_IDおよび
AWS_SECRET_ACCESS_KEY）で設定するか、AWS.configで設定する方法があります。後者の方法を
使用して、aws-config.txt という YAML 設定ファイルからロードします。これは次のようになりま
す。

---
:access_key_id: REPLACE_WITH_ACCESS_KEY_ID
:secret_access_key: REPLACE_WITH_SECRET_ACCESS_KEY

このファイルを作成し、REPLACE_WITH_ で始まる文字列を AWS アクセスキー ID とシークレットアク
セスキーに置き換えます。AWS アクセスキーに関する情報については、Amazon Web Services 全般リ
ファレンス の「セキュリティ認証情報の取得方法は？」を参照してください。
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また、使用する AWS リージョンを設定する必要があります。Short Message Service (SMS) を使用して 
Amazon SNS でユーザーの電話にテキストメッセージを送信するため、Amazon SNS でサポートされて
いるリージョンを使用していることを確認する必要があります。Amazon Simple Notification Service デベ
ロッパーガイド の「サポートされているリージョンと国」を参照してください。

Note

us-east-1 にアクセスできない場合、または SMS メッセージを有効にしてデモを実行しない場合
は、希望するリージョンを自由に使用してください。サンプルから SMS 機能を削除し、Amazon 
SNS トピックに登録する唯一のエンドポイントとして E メールを使用することができます。
SMS メッセージの送信の詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイ
ド の「Amazon SNS を使用した SMS 通知の送受信」を参照してください。

utils.rb にいくつかのコードを追加して Config ファイルをロードし、ユーザーの認証情報を取得し、認
証情報とリージョンの両方を AWS.config に提供します。

require 'yaml'

# Load the user's credentials from a file, if it exists.
begin 
  config_file = File.open('aws-config.txt') { |f| f.read }
rescue 
  puts "No config file! Hope you set your AWS credentials in the environment..."
end

if config_file.nil? 
  options = { }
else 
  options = YAML.load(config_file)
end

# SMS Messaging (which can be used by Amazon SNS) is available only in the
# `us-east-1` region.
$SMS_REGION = 'us-east-1'
options[:region] = $SMS_REGION

# Now, set the options
AWS.config = options

Amazon SWF ドメインの登録
Amazon SWF を使用するには、ワークフローとアクティビティを保持する名前の付いたエンティティで
ある ドメイン を設定する必要があります。多数の Amazon SWF ドメインを登録できますが、すべてが 
AWS アカウント内で一意の名前を持つ必要があり、ワークフローはドメイン間でやりとりすることはでき
ません。アプリケーションのワークフローおよびアクティビティすべては相互に通信するために同じドメ
インにある必要があります。

アプリケーション全体で同じドメインを使用するため、utils.rb に init_domain という関数を作成
し、SWFSampleDomain という名前の Amazon SWF ドメインを取得します。

ドメインを登録したら、それを多くのワークフローの実行に再利用できます。ただし、すでに存在するド
メインを登録しようとするとエラーになるので、コードはまずドメインが存在するかどうかを確認し、見
つかった場合は既存のドメインを使用します。ドメインが見つからない場合は作成します。

SDK forRuby で Amazon SWF ドメインを操作するには、AWS::SimpleWorkflow.domains を使用します。
これにより、ドメインの列挙と登録の両方に使用できる DomainCollection が返されます。

• ドメインがすでに登録されているかどうかを確認するには、AWS::Simpleworkflow.domains.registered
で提供されているリストを参照してください。
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• 新しいドメインを登録するには、AWS::Simpleworkflow.domains.register を使用します。

utils.rb の init_domain のコードは以下のとおりです。

# Registers the domain that the workflow will run in.
def init_domain 
  domain_name = 'SWFSampleDomain' 
  domain = nil 
  swf = AWS::SimpleWorkflow.new 

  # First, check to see if the domain already exists and is registered. 
  swf.domains.registered.each do | d | 
    if(d.name == domain_name) 
      domain = d 
      break 
    end 
  end 

  if domain.nil? 
    # Register the domain for one day. 
    domain = swf.domains.create( 
      domain_name, 1, { :description => "#{domain_name} domain" }) 
  end 

  return domain
end

次のステップ
次に、サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 2: ワークフローの実装 (p. 13) で
ワークフローとスターターコードを作成します。

サブスクリプションワークフローのチュートリアル
のパート 2: ワークフローの実装

これまでは、コードはかなり汎用的でした。この部分で、ワークフローが何を行うか、またそれを実装す
るのにどのようなアクティビティが必要になるかを実際に定義し始めます。

トピック
• ワークフローの設計 (p. 13)
• ワークフローコードの設定 (p. 14)
• ワークフローの登録 (p. 15)
• 決定のポーリング (p. 16)
• ワークフロー実行の開始 (p. 18)
• 次のステップ (p. 19)

ワークフローの設計
思い返して頂くと、このワークフローの最初のアイデアは以下のステップで構成されていました。

1. ユーザーからサブスクリプションアドレス (E メールまたは SMS) を取得します。

API バージョン 2012-01-25
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2. SNS トピックを作成し、トピックに対して提供されたエンドポイントにサブスクライブします。
3. ユーザーによるサブスクリプションの確認を待機します。
4. ユーザーが確認した場合、トピックに対して成功のメッセージを発行します。

ワークフローの各ステップのことを、実行する必要のあるアクティビティと考えることができます。ワー
クフローは、適切なタイミングで各アクティビティをスケジュールし、アクティビティ間のデータ転送を
調整します。

このワークフローでは、これらのステップの各々に別個のアクティビティを作成し、それらに記述的に名
前を付けます。

1. get_contact_activity
2. subscribe_topic_activity
3. wait_for_confirmation_activity
4. send_result_activity

これらのアクティビティは順番に実行され、各ステップからのデータは、次のステップで使用されます。

コードすべてが 1 つのソースファイルに存在するようにアプリケーションを設計できますが、これは 
Amazon SWF の設計された方法に反しています。範囲がインターネット全体に及ぶワークフローのために
設計されているので、少なくともアプリケーションを 2 つの別個の実行可能ファイルに分割しましょう。

• swf_sns_workflow.rb - ワークフローおよびワークフロースターターが含まれています。
• swf_sns_activities.rb - アクティビティおよびアクティビティスターターが含まれています。

ワークフローとアクティビティの実装は、別々のウィンドウ、別々のコンピュータ、または世界の異なる
場所でも実行できます。Amazon SWF がワークフローとアクティビティの詳細を追跡しているため、ワー
クフローは、実行中の場所に関係なくアクティビティのスケジューリングとデータ転送を調整できます。

ワークフローコードの設定
swf_sns_workflow.rb というファイルを作成して開始します。このファイルでは、SampleWorkflow と
いうクラスを宣言します。クラスの宣言とそのコンストラクタである initialize メソッドを次に示しま
す。

require_relative 'utils.rb'

# SampleWorkflow - the main workflow for the SWF/SNS Sample
#
# See the file called `README.md` for a description of what this file does.
class SampleWorkflow 

  attr_accessor :name 

  def initialize(workflowId) 

    # the domain to look for decision tasks in. 
    @domain = init_domain 

    # the task list is used to poll for decision tasks. 
    @workflowId = workflowId 

    # The list of activities to run, in order. These name/version hashes can be 
    # passed directly to AWS::SimpleWorkflow::DecisionTask#schedule_activity_task. 
    @activity_list = [ 
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      { :name => 'get_contact_activity', :version => 'v1' }, 
      { :name => 'subscribe_topic_activity', :version => 'v1' }, 
      { :name => 'wait_for_confirmation_activity', :version => 'v1' }, 
      { :name => 'send_result_activity', :version => 'v1' }, 
    ].reverse! # reverse the order... we're treating this like a stack. 

    register_workflow 
  end

ご覧のとおり、次のクラスインスタンスデータを保持しています。

• domain - init_domain の utils.rb から取得したドメイン名。
• workflowId - initialize に渡されるタスクリスト。
• activity_list - 実行するアクティビティの名前とバージョンを持つアクティビティリスト。

Amazon SWF がアクティビティタイプを確実に識別するには、ドメイン名、アクティビティ名、アクティ
ビティバージョンで十分であるため、スケジュールするためにアクティビティについて保持する必要があ
るデータはそれだけです。

タスクリストは、決定タスクをポーリングしアクティビティをスケジュールするために、ワークフロー
のディサイダーコードによって使用されます。

この関数の最後に、まだ定義していないメソッドである register_workflow を呼び出します。次にこ
のメソッドを定義します。

ワークフローの登録
ワークフロータイプを使用するには、まずそれを登録する必要があります。アクティビティタイプと同
様、ワークフロータイプは、そのドメイン、名前、およびバージョンによって識別されます。また、ドメ
インもアクティビティタイプも同様ですが、既存のワークフロータイプを再登録することはできません。
ワークフロータイプについて何か変更する必要がある場合は、それに新しいバージョンを提供する必要が
ありますが、それにより本質的に新しいタイプが作成されます。

register_workflow のコードは次のとおりです。以前の実行時に登録した既存のワークフロータイプを
取得するため、またはまだ登録されていない場合はそのワークフローを登録するために使用されます。

  # Registers the workflow 
  def register_workflow 
    workflow_name = 'swf-sns-workflow' 
    @workflow_type = nil 

    # a default value... 
    workflow_version = '1' 

    # Check to see if this workflow type already exists. If so, use it. 
    @domain.workflow_types.each do | a | 
      if (a.name == workflow_name) && (a.version == workflow_version) 
        @workflow_type = a 
      end 
    end 

    if @workflow_type.nil? 
      options =  { 
        :default_child_policy => :terminate, 
        :default_task_start_to_close_timeout => 3600, 
        :default_execution_start_to_close_timeout => 24 * 3600 } 

      puts "registering workflow: #{workflow_name}, #{workflow_version}, 
 #{options.inspect}" 
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      @workflow_type = @domain.workflow_types.register(workflow_name, workflow_version, 
 options) 
    end 

    puts "** registered workflow: #{workflow_name}" 
  end 

まず、ドメインの workflow_types コレクションを反復処理することにより、ワークフロー名とバージョン
が既に登録されているかどうか確認します。一致が検出されると、既に登録されていたワークフロータイ
プを使用します。

一致するものが見つからない場合、（ワークフローを検索したのと同じ workflow_types コレクション
で [register] (登録) を呼び出すことにより）名前を「swf-sns-workflow」、バージョンを「1」、オプション
を次のようにした新しいワークフロータイプが登録されます。

      options =  { 
        :default_child_policy => :terminate, 
        :default_task_start_to_close_timeout => 3600, 
        :default_execution_start_to_close_timeout => 24 * 3600 } 

登録中に渡されるオプションは、ワークフロータイプのデフォルトの動作を設定するために使用されるの
で、新しいワークフロー実行を開始するたびにこれらの値を設定する必要はありません。

ここでは、タスクの開始から終了までの最大時間 (1 時間)、およびワークフロー実行が完了するまでにか
かる最大時間 (24 時間) というタイムアウト値だけを設定します。これらの時間のどちらかを超過すると、
タスクまたはワークフローがタイムアウトします。

タイムアウト値の詳細については、「Amazon SWF タイムアウトの種類  (p. 168)」を参照してくださ
い。

決定のポーリング
すべてのワークフロー実行の中心には、ディサイダーがあります。ディサイダーには、ワークフロー自体
の実行を管理する責任があります。ディサイダーは決定タスクを取得し、新しいアクティビティのスケ
ジューリングやアクティビティのキャンセルや再開を行うか、ワークフロー実行の状態を完了、キャンセ
ル済み、または失敗と設定するかのどちらかでそれに応答します。

ディサイダーはワークフロー実行のタスクリスト名を使用して、応答する決定タスクを取得します。決定
タスクをポーリングするには、ドメインの decision_tasks コレクションで poll (ポーリングする) を呼び出
して、使用可能な決定タスクをループします。その後、new_events コレクションに対して反復処理するこ
とにより、その決定タスクに新しいイベントがないか確認できます。

返されるイベントは AWS::SimpleWorkflow::HistoryEvent オブジェクトで、その返されたイベントの
event_type メンバーを使用することによって、イベントのタイプを取得できます。履歴イベントタイプの
リストと説明については、Amazon Simple Workflow Service API リファレンス の「HistoryEvent」を参照
してください。

以下に決定タスクポーラーのロジックの冒頭を示します。poll_for_decisions というワークフローク
ラスの新しいメソッドです。

  def poll_for_decisions 
    # first, poll for decision tasks... 
    @domain.decision_tasks.poll(@workflowId) do | task | 
      task.new_events.each do | event | 
        case event.event_type 

次に、取得する event_type に基づいてディサイダーの実行を分岐します。取得する可能性が高い最初の
ものは、WorkflowExecutionStarted です。このイベントを取得した場合、それは Amazon SWF がディサ
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イダーにワークフロー実行を開始するよう合図していることを意味します。まず初めに、ポーリング中に
取得したタスクで schedule_activity_task を呼び出すことで、最初のアクティビティをスケジューリングし
ます。

それにアクティビティリストで宣言した最初のアクティビティを渡します。これは、スタックのように使
用できるようリストを逆にしたために、リストの last 位置にあります。定義した「アクティビティ」は
名前とバージョン番号で構成されたマップにすぎませんが、Amazon SWF がアクティビティは登録済みで
あると想定してスケジューリング用のアクティビティを識別するために必要とするのはこれだけです。

          when 'WorkflowExecutionStarted' 
            # schedule the last activity on the (reversed, remember?) list to 
            # begin the workflow. 
            puts "** scheduling activity task: #{@activity_list.last[:name]}" 

            task.schedule_activity_task( @activity_list.last, 
              { :workflowId => "#{@workflowId}-activities" } ) 

アクティビティをスケジュールすると、Amazon SWF はスケジューリング中に渡されるアクティビティタ
スクリストに アクティビティタスク を送り、開始すべきタスクを合図します。「サブスクリプションワー
クフローのチュートリアルのパート 3: アクティビティの実装 (p. 20)」でアクティビティタスクを扱い
ますが、ここでそのタスクを実行しないことは注目に値します。Amazon SWF にはそれを scheduled (ス
ケジュールする) ようにとだけ指示します。

取り組む必要のある次のアクティビティは ActivityTaskCompleted イベントで、これは Amazon SWF がア
クティビティタスクからアクティビティ完了の応答を取得したときに発生します。

          when 'ActivityTaskCompleted' 
            # we are running the activities in strict sequential order, and 
            # using the results of the previous activity as input for the next 
            # activity. 
            last_activity = @activity_list.pop 

            if(@activity_list.empty?) 
              puts "!! All activities complete! Sending complete_workflow_execution..." 
              task.complete_workflow_execution 
              return true; 
            else 
              # schedule the next activity, passing any results from the 
              # previous activity. Results will be received in the activity 
              # task. 
              puts "** scheduling activity task: #{@activity_list.last[:name]}" 
              if event.attributes.has_key?('result') 
                task.schedule_activity_task( 
                  @activity_list.last, 
                  { :input => event.attributes[:result], 
                    :workflowId => "#{@workflowId}-activities" } ) 
              else 
                task.schedule_activity_task( 
                  @activity_list.last, { :workflowId => "#{@workflowId}-activities" } ) 
              end 
            end 

タスクを直線的に実行して一度に 1 つのアクティビティのみを実行しているので、この機会を利用して
activity_list スタックから完了済みタスクをポップします。この結果が空のリストなら、ワークフ
ローが完了していることが分かります。この場合、タスクで complete_workflow_execution を呼び出すこ
とにより、ワークフローが完了したことを Amazon SWF に通知します。

リストにまだエントリがあるイベントでは、リストで (この場合もやはり last 位置にある) 次のアクティビ
ティをスケジュールします。ただし今回は、完了時に前のアクティビティが Amazon SWF に結果データ
を返したかどうかを確認します。そのデータは、イベントの属性、オプションの result キーでワークフ
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ローに提供されます。アクティビティが結果を生成した場合は、それを input オプションとして、アク
ティビティタスクリストと共に次のスケジュールされたアクティビティに渡します。

完了済みアクティビティの result 値を取得することにより、またスケジュールされたアクティビティの
input 値を設定することにより、1 つのアクティビティから次のアクティビティへとデータを渡したり、
アクティビティから取得したデータを使用して、アクティビティの結果に基づいてディサイダー内の動作
を変更することができます。

このチュートリアルでは、これら 2 つのイベントタイプがワークフローの動作を定義するのに最も重
要です。ただし、アクティビティは ActivityTaskCompleted 以外のイベントを生成することができま
す。ActivityTaskTimedOut イベントと ActivityTaskFailed イベント、および実行するアクティビティが不足
したときに Amazon SWF が行う complete_workflow_execution 呼び出しを処理するときに発生する
WorkflowExecutionCompleted イベントのデモハンドラコードを提供することで、ディサイダーコードをま
とめます。

          when 'ActivityTaskTimedOut' 
            puts "!! Failing workflow execution! (timed out activity)" 
            task.fail_workflow_execution 
            return false 

          when 'ActivityTaskFailed' 
            puts "!! Failing workflow execution! (failed activity)" 
            task.fail_workflow_execution 
            return false 

          when 'WorkflowExecutionCompleted' 
            puts "## Yesss, workflow execution completed!" 
            task.workflow_execution.terminate 
            return false 
        end 
      end 
    end 
  end 

ワークフロー実行の開始
ワークフローがポーリングするための決定タスクを生成する前に、ワークフロー実行を開始する必要があ
ります。

ワークフローの実行を開始するには、登録済みのワークフロータイプ
（AWS::SimpleWorkflow::WorkflowType）で start_execution を呼び出します。クラスコンストラクタで取
得した workflow_type インスタンスメンバーを使用するため、これに小さなラッパーを定義します。

  def start_execution 
    workflow_execution = @workflow_type.start_execution( { 
      :workflowId => @workflowId } ) 
    poll_for_decisions 
  end
end 

ワークフローが実行中になると、決定イベントがワークフローのタスクリスト上に含まれ始
め、start_execution のワークフロー実行オプションとして渡されます。

ワークフロータイプが登録されるときに提供されるオプションとは異なり、start_execution に渡され
るオプションは、ワークフロータイプの一部とは見なされません。これらは、ワークフローのバージョン
を変更せずに、ワークフロー実行ごとに自由に変更できます。

ファイルを実行するときにワークフローが実行を開始するようにしたいので、クラスをインスタンス化し
てから今定義した start_execution メソッドを呼び出すコードを追加します。
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if __FILE__ == $0 
  require 'securerandom' 

  # Use a different task list name every time we start a new workflow execution. 
  # 
  # This avoids issues if our pollers re-start before SWF considers them closed, 
  # causing the pollers to get events from previously-run executions. 
  workflowId = SecureRandom.uuid 

  # Let the user start the activity worker first... 

  puts "" 
  puts "Amazon SWF Example" 
  puts "------------------" 
  puts "" 
  puts "Start the activity worker, preferably in a separate command-line window, with" 
  puts "the following command:" 
  puts "" 
  puts "> ruby swf_sns_activities.rb #{workflowId}-activities" 
  puts "" 
  puts "You can copy & paste it if you like, just don't copy the '>' character." 
  puts "" 
  puts "Press return when you're ready..." 

  i = gets 

  # Now, start the workflow. 

  puts "Starting workflow execution." 
  sample_workflow = SampleWorkflow.new(workflowId) 
  sample_workflow.start_execution
end 

タスクリストの名前の競合を避けるため、SecureRandom.uuid を使用してタスクリスト名として使用で
きるランダムな UUID を生成し、各ワークフロー実行に異なるタスクリスト名が使用されることを保証し
ます。

Note

タスクリストはワークフロー実行に関するイベントを記録するために使用されるので、同じワー
クフロータイプの複数の実行に同じタスクリストを使用すると、前の実行中に生成されたイベ
ントを取得する可能性があります。新しいコードの試行やテストの実行中によくあるケースです
が、特に互いにすぐ連続して実行される場合に、その可能性があります。

前の実行からのアーティファクトに対処しなければならないという問題を回避するには、各実行に新しい
タスクリストを使用して、ワークフロー実行の開始時にそれを指定できます。

ここでもまた、それを実行している人 (おそらくお客様) に手順を示し、タスクリストの「アクティビ
ティ」バージョンを提供するコードが少しあります。ディサイダーはこのタスクリスト名を使用してワー
クフローのアクティビティをスケジュールし、アクティビティ実装は、このタスクリスト名のアクティ
ビティイベントをリッスンして、そのスケジュールされたアクティビティをいつ開始するかを知り、アク
ティビティ実行に関する更新を提供します。

また、コードはワークフロー実行を開始する前にユーザーがアクティビティスターターの実行を開始す
るのを待機します。そのため、アクティビティタスクが提供されたタスクリストに表示され始めるときに
は、アクティビティスターターは応答する準備が整っています。

次のステップ
ワークフローは実装しました。次に、「サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 3: ア
クティビティの実装 (p. 20)」では、アクティビティとアクティビティスターターを定義します。
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サブスクリプションワークフローのチュートリアル
のパート 3: アクティビティの実装

アクティビティをワークフローに実装します。まず、アクティビティコードの一般的な機能を提供する基
本クラスから開始します。

トピック
• 基本アクティビティタイプの定義 (p. 20)
• GetContactActivity の定義 (p. 21)
• SubscribeTopicActivity の定義 (p. 23)
• WaitForConfirmationActivity の定義 (p. 25)
• SendResultActivity の定義 (p. 27)
• 次のステップ (p. 28)

基本アクティビティタイプの定義
ワークフローの設計時に確認したアクティビティは以下のとおりです。

• get_contact_activity
• subscribe_topic_activity
• wait_for_confirmation_activity
• send_result_activity

ここで、以上の各アクティビティを実装します。アクティビティ間で共有される機能があるた
め、準備作業として、共通コードを作成して共有できるようにします。これを BasicActivity と呼
び、basic_activity.rb という新しいファイルに定義します。

他のソースファイルのように、utils.rb を含めて init_domain 関数にアクセスし、サンプルドメイン
をセットアップします。

   require_relative 'utils.rb' 

次に、基本的なアクティビティクラスと、各アクティビティで関心があるいくつかの一般的なデータを宣
言します。クラスの属性に、アクティビティの AWS::SimpleWorkflow::ActivityType インスタンス、名前、
および結果を保存します。

   class BasicActivity 

     attr_accessor :activity_type 
     attr_accessor :name 
     attr_accessor :results 

これらの属性は、アクティビティ名を取得するクラス initialize メソッドで定義されたインスタンス
データ、およびアクティビティを Amazon SWF に登録するときに使用されるオプションのバージョンと
マップにアクセスします。

     def initialize(name, version = 'v1', options = nil) 

       @activity_type = nil 
       @name = name 
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       @results = nil 

       # get the domain to use for activity tasks. 
       @domain = init_domain 

       # Check to see if this activity type already exists. 
       @domain.activity_types.each do | a | 
         if (a.name == @name) && (a.version == version) 
           @activity_type = a 
         end 
       end 

       if @activity_type.nil? 
         # If no options were specified, use some reasonable defaults. 
         if options.nil? 
           options = { 
             # All timeouts are in seconds. 
             :default_task_heartbeat_timeout => 900, 
             :default_task_schedule_to_start_timeout => 120, 
             :default_task_schedule_to_close_timeout => 3800, 
             :default_task_start_to_close_timeout => 3600 } 
         end 
         @activity_type = @domain.activity_types.register(@name, version, options) 
       end 
     end 

ワークフロータイプの登録と同様に、アクティビティタイプが既に登録されている場合、ドメインの
activity_types コレクションを表示してそれを取得できます。アクティビティが見つからない場合は、登録
されます。

また、ワークフロータイプと同様に、登録時にアクティビティタイプとともに保存されるデフォルトオプ
ションを設定できます。

基本アクティビティで最後に取得するのは、それを実行するための一貫した方法です。アクティビティタ
スクを受け取る do_activity メソッドを定義します。示されているように、渡されたアクティビティタ
スクを使用して、input インスタンス属性経由でデータを受け取ることができます。

     def do_activity(task) 
       @results = task.input # may be nil 
       return true 
     end 
   end 

これで BasicActivity クラスの説明を終わります。これを使用して、アクティビティの定義を簡単で一貫性
のあるものにできます。

GetContactActivity の定義
ワークフロー実行で実行される最初のアクティビティは get_contact_activity です。このアクティビ
ティでは、ユーザーの Amazon SNS トピックのサブスクリプション情報を取得します。

get_contact_activity.rb という名前の新しいファイルを作成し、Amazon SWF に渡す文
字列を準備するために使用する yaml と、この GetContactActivity クラスの基礎として使用する
basic_activity.rb の両方を必要とします。

   require 'yaml' 
   require_relative 'basic_activity.rb' 

   # **GetContactActivity** provides a prompt for the user to enter contact 
   # information. When the user successfully enters contact information, the 

API バージョン 2012-01-25
21

https://docs.aws.amazon.com/AWSRubySDK/latest/AWS/SimpleWorkflow/Domain.html#activity_types-instance_method


Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド
GetContactActivity の定義

   # activity is complete. 
   class GetContactActivity < BasicActivity

アクティビティ登録コードを入れてベーシックアクティビティとすると、GetContactActivity の
initialize メソッドは非常に単純です。基本クラスのコンストラクタを単純にアクティビティ名
get_contact_activity で呼びます。これで、アクティビティを登録するために必要なすべての操作を
実行しました。

     # initialize the activity 
     def initialize 
       super('get_contact_activity') 
     end 

次に、do_activity メソッドを定義します。このメソッドはユーザーの E メール、電話番号、またはそ
の両方の入力を求めます。

     def do_activity(task) 
       puts "" 
       puts "Please enter either an email address or SMS message (mobile phone) number to" 
       puts "receive SNS notifications. You can also enter both to use both address types." 
       puts "" 
       puts "If you enter a phone number, it must be able to receive SMS messages, and 
 must" 
       puts "be 11 digits (such as 12065550101 to represent the number 1-206-555-0101)." 

       input_confirmed = false 
       while !input_confirmed 
         puts "" 
         print "Email: " 
         email = $stdin.gets.strip 

         print "Phone: " 
         phone = $stdin.gets.strip 

         puts "" 
         if (email == '') && (phone == '') 
           print "You provided no subscription information. Quit? (y/n)" 
            confirmation = $stdin.gets.strip.downcase 
            if confirmation == 'y' 
              return false 
            end 
         else 
            puts "You entered:" 
            puts "  email: #{email}" 
            puts "  phone: #{phone}" 
            print "\nIs this correct? (y/n): " 
            confirmation = $stdin.gets.strip.downcase 
            if confirmation == 'y' 
              input_confirmed = true 
            end 
         end 
       end 

       # make sure that @results is a single string. YAML makes this easy. 
       @results = { :email => email, :sms => phone }.to_yaml 
       return true 
     end 
   end

do_activity の最後に、ユーザーから取得した E メールと電話番号を使用し、それをマップに置
き、to_yaml を使用してマップ全体を YAML 文字列に変換します。これには重要な理由があります。ア
クティビティの完了時に Amazon SWF に渡す結果は、文字列データのみ である必要があります。オブ
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ジェクトを簡単に YAML 文字列に変換し、再びオブジェクトに戻す Ruby の機能は、この目的に最適で
す。

これで get_contact_activity の実装が終わりました。このデータは、次に
subscribe_topic_activity の実装で使用します。

SubscribeTopicActivity の定義
Amazon SNS の詳細を説明し、ユーザーを Amazon SNS トピックにサブスクライブするために
get_contact_activity によって生成された情報を使用するアクティビティを作成します。

subscribe_topic_activity.rb という名前の新しいファイルを作成しま
す。get_contact_activity に使用したのと同じ要件を追加し、クラスを宣言して、その initialize
メソッドを提供します。

   require 'yaml' 
   require_relative 'basic_activity.rb' 

   # **SubscribeTopicActivity** sends an SMS / email message to the user, asking for 
   # confirmation.  When this action has been taken, the activity is complete. 
   class SubscribeTopicActivity < BasicActivity 

     def initialize 
       super('subscribe_topic_activity') 
     end 

これでアクティビティをセットアップおよび登録するためにコードを配置したので、コードを追加して 
Amazon SNS トピックを作成します。そのためには、AWS::SNS::Client オブジェクトの create_topic メ
ソッドを使用します。

create_topic メソッドをクラスに追加します。このメソッドは渡された Amazon SNS クライアントオ
ブジェクトを受け取ります。

     def create_topic(sns_client) 
       topic_arn = sns_client.create_topic(:name => 'SWF_Sample_Topic')[:topic_arn] 

       if topic_arn != nil 
         # For an SMS notification, setting `DisplayName` is *required*. Note that 
         # only the *first 10 characters* of the DisplayName will be shown on the 
         # SMS message sent to the user, so choose your DisplayName wisely! 
         sns_client.set_topic_attributes( { 
           :topic_arn => topic_arn, 
           :attribute_name => 'DisplayName', 
           :attribute_value => 'SWFSample' } ) 
       else 
         @results = { 
           :reason => "Couldn't create SNS topic", :detail => "" }.to_yaml 
         return nil 
       end 

       return topic_arn 
     end 

トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を設定したら、これを Amazon SNS クライアントの
set_topic_attributes メソッドで使用して、トピックの DisplayName を設定します。これは、Amazon SNS 
で SMS メッセージを送信するために必要です。

最後に、do_activity メソッドを定義します。アクティビティがスケジュールされたときに input オプ
ション経由で渡されたデータの収集から開始します。前に説明したように、これは文字列として渡す必要
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があります。この文字列は「to_yaml」を使用して作成しました。文字列を取得するときは、YAML.load
を使用してデータを Ruby オブジェクトに変換します。

これは do_activity の開始であり、ここでは入力データを取得します。

     def do_activity(task) 
       activity_data = { 
         :topic_arn => nil, 
         :email => { :endpoint => nil, :subscription_arn => nil }, 
         :sms => { :endpoint => nil, :subscription_arn => nil }, 
       } 

       if task.input != nil 
         input = YAML.load(task.input) 
         activity_data[:email][:endpoint] = input[:email] 
         activity_data[:sms][:endpoint] = input[:sms] 
       else 
         @results = { :reason => "Didn't receive any input!", :detail => "" }.to_yaml 
         puts("  #{@results.inspect}") 
         return false 
       end 

       # Create an SNS client. This is used to interact with the service. Set the 
       # region to $SMS_REGION, which is a region that supports SMS notifications 
       # (defined in the file `utils.rb`). 
       sns_client = AWS::SNS::Client.new( 
         :config => AWS.config.with(:region => $SMS_REGION)) 

入力がなかった場合、多くの操作はないため、アクティビティが失敗します。

ただし、すべてが正しい場合、do_activity メソッドに入力し、AWS SDK for Ruby で Amazon SNS ク
ライアントを取得して、それを create_topic メソッドに渡して Amazon SNS トピックを作成します。

       # Create the topic and get the ARN 
       activity_data[:topic_arn] = create_topic(sns_client) 

       if activity_data[:topic_arn].nil? 
         return false 
       end 

ここでいくつか注意が必要なことがあります。

• AWS.config.with を使用して、Amazon SNS クライアントのリージョンを設定します。SMS メッ
セージを送信するため、utils.rb で宣言した SMS 対応リージョンを使用します。

• トピックの ARN を activity_data マップに保存します。これはワークフローの次のアクティビティ
に渡されるデータの部分です。

最後に、このアクティビティは、渡されたエンドポイント (E メールと SMS) を使用してユーザーを 
Amazon SNS トピックにサブスクライブします。ユーザーが両方のエンドポイントを入力する必要はあり
ませんが、少なくとも 1 つが必要です。

       # Subscribe the user to the topic, using either or both endpoints. 
       [:email, :sms].each do | x | 
         ep = activity_data[x][:endpoint] 
         # don't try to subscribe an empty endpoint 
         if (ep != nil && ep != "") 
           response = sns_client.subscribe( { 
             :topic_arn => activity_data[:topic_arn], 
             :protocol => x.to_s, :endpoint => ep } ) 
           activity_data[x][:subscription_arn] = response[:subscription_arn] 
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         end 
       end 

AWS::SNS::Client.subscribe はトピック ARN、プロトコル (これは明らかに対応エンドポイントの
activity_data マップキーとして見せかけたものです)。

最後に、YAML 形式で次のアクティビティの情報を再パッケージし、Amazon SWF に送信できるようにし
ます。

       # if at least one subscription arn is set, consider this a success. 
       if (activity_data[:email][:subscription_arn] != nil) or (activity_data[:sms]
[:subscription_arn] != nil) 
         @results = activity_data.to_yaml 
       else 
         @results = { :reason => "Couldn't subscribe to SNS topic", :detail => "" }.to_yaml 
         puts("  #{@results.inspect}") 
         return false 
       end 
       return true 
     end 
   end 

これで subscribe_topic_activity の実装が完了します。次
に、wait_for_confirmation_activity を定義します。

WaitForConfirmationActivity の定義
ユーザーは、Amazon SNS トピックに登録したら、サブスクリプションリクエストを確認する必要があり
ます。この場合は、ユーザーが E メールまたは SMS メッセージによってサブスクリプションを確認する
のを待ちます。

ユーザーによるサブスクリプションの確認を待機するアクティビティは
wait_for_confirmation_activity と呼ばれ、ここで定義します。開始するに
は、wait_for_confirmation_activity.rb と呼ばれる新しいファイルを作成し、前のアクティビ
ティをセットアップしたようにセットアップします。

   require 'yaml' 
   require_relative 'basic_activity.rb' 

   # **WaitForConfirmationActivity** waits for the user to confirm the SNS 
   # subscription.  When this action has been taken, the activity is complete. It 
   # might also time out... 
   class WaitForConfirmationActivity < BasicActivity 

     # Initialize the class 
     def initialize 
       super('wait_for_confirmation_activity') 
     end 

次に、do_activity メソッドの定義を開始し、subscription_data というローカル変数に入力データ
を取得します。

     def do_activity(task) 
       if task.input.nil? 
         @results = { :reason => "Didn't receive any input!", :detail => "" }.to_yaml 
         return false 
       end 

       subscription_data = YAML.load(task.input) 
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これでトピック ARN を用意できたので、AWS::SNS::Topic の新しいインスタンスを作成し、これを ARN 
に渡します。

       topic = AWS::SNS::Topic.new(subscription_data[:topic_arn]) 

       if topic.nil? 
         @results = { 
           :reason => "Couldn't get SWF topic ARN", 
           :detail => "Topic ARN: #{topic.arn}" }.to_yaml 
         return false 
       end 

ここで、トピックをチェックし、ユーザーがいずれかのエンドポイントを使用して、サブスクリプション
を確認したかどうか調べます。アクティビティを成功と見なすためには、1 つのエンドポイントの確認の
みが必要です。

Amazon SNS トピックはそのトピックのサブスクリプションのリストを保持します。サブスクリプション
の ARN が PendingConfirmation 以外に設定されているかどうか確認して、ユーザーが特定のサブス
クリプションを確認したかどうかをチェックできます。

       # loop until we get some indication that a subscription was confirmed. 
       subscription_confirmed = false 
       while(!subscription_confirmed) 
         topic.subscriptions.each do | sub | 
           if subscription_data[sub.protocol.to_sym][:endpoint] == sub.endpoint 
             # this is one of the endpoints we're interested in. Is it subscribed? 
             if sub.arn != 'PendingConfirmation' 
               subscription_data[sub.protocol.to_sym][:subscription_arn] = sub.arn 
               puts "Topic subscription confirmed for (#{sub.protocol}: #{sub.endpoint})" 
               @results = subscription_data.to_yaml 
               return true 
             else 
               puts "Topic subscription still pending for (#{sub.protocol}: 
 #{sub.endpoint})" 
             end 
           end 
         end 

サブスクリプションの ARN を取得する場合、これをアクティビティの結果データに保存し、YAML に変
換して、do_activity から true を返します。これにより、アクティビティが正常に完了したことを伝え
ます。

サブスクリプションの確認の待機にはしばらく時間がかかるため、アクティビティタスクで
record_heartbeat をときどき呼び出します。これにより、アクティビティがまだ処理中であることが 
Amazon SWF に伝えられ、これを使用してアクティビティの進行状況の更新を提供できます (ファイルの
処理など何かを実行中は、その進捗状況を報告できます)。

         task.record_heartbeat!( 
           { :details => "#{topic.num_subscriptions_confirmed} confirmed, 
 #{topic.num_subscriptions_pending} pending" }) 
         # sleep a bit. 
         sleep(4.0) 
       end 

これで while ループを終了します。成功せずにループを終了した場合、失敗を報告して do_activity
メソッドを終了します。

       if (subscription_confirmed == false) 
         @results = { 
           :reason => "No subscriptions could be confirmed", 
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           :detail => "#{topic.num_subscriptions_confirmed} confirmed, 
 #{topic.num_subscriptions_pending} pending" }.to_yaml 
         return false 
       end 
     end 
   end 

これで wait_for_confirmation_activity の実装が終わりました。定義するアクティビティは 後 1 
つのみ (send_result_activity) です。

SendResultActivity の定義
ワークフローがここまで進んだ場合、ユーザーを Amazon SNS トピックに正しくサブスクライブし、ユー
ザーはサブスクリプションを確認しました。

最後のアクティビティ send_result_activity では、ユーザーがサブスクライブしたトピックと、ユー
ザーがサブスクリプションを確認したエンドポイントを使用して、ユーザーに成功したトピックサブスク
リプションの確認を送信します。

send_result_activity.rb と呼ばれる新しいファイルを作成し、これまでのすべてのアクティビティ
をセットアップしたようにセットアップします。

   require 'yaml' 
   require_relative 'basic_activity.rb' 

   # **SendResultActivity** sends the result of the activity to the screen, and, if 
   # the user successfully registered using SNS, to the user using the SNS contact 
   # information collected. 
   class SendResultActivity < BasicActivity 

     def initialize 
       super('send_result_activity') 
     end 

do_activity メソッドは同様に開始し、ワークフローから入力データを取得し、YAML から変換して、
トピック ARN を使用して AWS::SNS::Topic インスタンスを作成します。

     def do_activity(task) 
       if task.input.nil? 
         @results = { :reason => "Didn't receive any input!", :detail => "" } 
         return false 
       end 

       input = YAML.load(task.input) 

       # get the topic, so we publish a message to it. 
       topic = AWS::SNS::Topic.new(input[:topic_arn]) 

       if topic.nil? 
         @results = { 
           :reason => "Couldn't get SWF topic", 
           :detail => "Topic ARN: #{topic.arn}" } 
         return false 
       end 

トピックの準備ができたら、そのトピックにメッセージを発行します (また、画面にエコーします)。

       @results = "Thanks, you've successfully confirmed registration, and your workflow is 
 complete!" 
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       # send the message via SNS, and also print it on the screen. 
       topic.publish(@results) 
       puts(@results) 

       return true 
     end 
   end 

Amazon SNS トピックへの発行では、そのトピックに対して存在するサブスクライブおよび確認済みのす
べてのエンドポイントに提供するメッセージを送信します。したがって、ユーザーが E メールと SMS 番
号の両方で確認された場合、ユーザーはエンドポイントごとに 2 つの確認メッセージを受信します。

次のステップ
これで send_result_activity の実装が完了します。ここでアクティビティタスクを処理し、サブスク
リプションワークフローのチュートリアルのパート 4: アクティビティタスクポーラーの実装 (p. 28) レ
スポンスでアクティビティタスクを起動できるアクティビティアプリケーションで、これらのアクティビ
ティをまとめます。

サブスクリプションワークフローのチュートリアル
のパート 4: アクティビティタスクポーラーの実装

Amazon SWF で、ワークフロー実行を行うためのアクティビティタスクは、アクティビティタスクリス
トに表示されます。このリストは、ワークフローでアクティビティをスケジュールするときに表示されま
す。

ここでは、ワークフローでこれらのタスクを処理するための基本的なアクティビティポーラーを実装し、
それを使用して、アクティビティを開始するために Amazon SWF がアクティビティタスクリストにタス
クを配置したときにアクティビティを起動します。

開始するには、swf_sns_activities.rb という新しいファイルを作成します。これを使用して、以下
のことを行います。

• 作成したアクティビティクラスをインスタンス化する。
• 各アクティビティを Amazon SWF に登録する。
• アクティビティをポーリングし、アクティビティタスクリストに名前が表示されたら、各アクティビ

ティに対して do_activity を呼び出す。

swf_sns_activities.rb で、次のステートメントを追加して、定義した各アクティビティクラスを要
求する。

require_relative 'get_contact_activity.rb'
require_relative 'subscribe_topic_activity.rb'
require_relative 'wait_for_confirmation_activity.rb'
require_relative 'send_result_activity.rb'

ここでクラスを作成し、初期化コードを指定します。

class ActivitiesPoller 

  def initialize(domain, workflowId) 
    @domain = domain 
    @workflowId = workflowId 
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    @activities = {} 

    # These are the activities we'll run 
    activity_list = [ 
      GetContactActivity, 
      SubscribeTopicActivity, 
      WaitForConfirmationActivity, 
      SendResultActivity ] 

    activity_list.each do | activity_class | 
      activity_obj = activity_class.new 
      puts "** initialized and registered activity: #{activity_obj.name}" 
      # add it to the hash 
      @activities[activity_obj.name.to_sym] = activity_obj 
    end 
  end 

このコードは、ドメインおよびタスクリストで渡された情報を保存することに加えて、作成した各アク
ティビティクラスをインスタンス化します。各クラスは関連するアクティビティを登録するため (この
コードを確認する必要がある場合は「basic_activity.rb」を参照してください)、これは実行するすべ
てのアクティビティについて Amazon SWF に知らせるために十分です。

インスタンス化した各アクティビティは、アクティビティ名 (get_contact_activity など) をキーとし
て使用してマップに保存し、次に定義するアクティビティポーラーコードで簡単に検索できるようにしま
す。

poll_for_activities という新しいメソッドを作成し、ドメインが保持する activity_tasks で poll を呼
び出して、アクティビティタスクを取得します。

  def poll_for_activities 
    @domain.activity_tasks.poll(@workflowId) do | task | 
      activity_name = task.activity_type.name 

タスクの activity_type メンバーからアクティビティ名を取得できます。次に、このタスクと関連付けられ
たアクティビティ名を使用して、do_activity を実行するクラスを検索し、そのクラスにタスクを渡し
ます (これには、アクティビティに転送される入力タスクが含まれます)。

      # find the task on the activities list, and run it. 
      if @activities.key?(activity_name.to_sym) 
        activity = @activities[activity_name.to_sym] 
        puts "** Starting activity task: #{activity_name}" 
        if activity.do_activity(task) 
          puts "++ Activity task completed: #{activity_name}" 
          task.complete!({ :result => activity.results }) 
          # if this is the final activity, stop polling. 
          if activity_name == 'send_result_activity' 
             return true 
          end 
        else 
          puts "-- Activity task failed: #{activity_name}" 
          task.fail!( 
            { :reason => activity.results[:reason], 
              :details => activity.results[:detail] } ) 
        end 
      else 
        puts "couldn't find key in @activities list: #{activity_name}" 
        puts "contents: #{@activities.keys}" 
      end 
    end 
  end
end 
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コードは do_activity が完了するのを待機したのち、リターンコードに基づいてタスクで complete! ま
たは fail! を呼び出します。

Note

このコードは、最終のアクティビティが起動されるとポーラーから終了します。これはミッショ
ンを完了し、すべてのアクティビティを起動したためです。独自の Amazon SWF コードでアク
ティビティを再度実行する場合、アクティビティポーラーの実行を無限に維持できます。

以上で ActivitiesPoller クラスのコードは終わりですが、ユーザーがコマンドラインから実行できるよう
に、ファイルの末尾に少しコードを追加します。

if __FILE__ == $0 
  if ARGV.count < 1 
    puts "You must supply a task-list name to use!" 
    exit 
  end 
  poller = ActivitiesPoller.new(init_domain, ARGV[0]) 
  poller.poll_for_activities 
  puts "All done!"
end 

ユーザーがコマンドラインからファイルを実行すると (最初の引数としてアクティビティタスクリストを
渡す)、このコードはポーラークラスをインスタンス化し、アクティビティのポーリングを開始します。
ポーラーが完了したら (最終のアクティビティの起動後)、メッセージを出力して終了します。

以上がアクティビティポーラーに関する説明です。後はコードを実行し、「サブスクリプションワークフ
ローのチュートリアル: ワークフローの実行 (p. 30)」でその動作を確認するだけです。

サブスクリプションワークフローのチュートリア
ル: ワークフローの実行

ワークフロー、アクティビティ、ワークフローとアクティビティのポーラーの実装を完了したので、ワー
クフローを実行する準備ができました。

まだ行っていない場合は、チュートリアルのパート 1 の AWS セッションの設定 (p. 11) と同じ
く、aws-config.txt ファイルの AWS アクセスキーを提供する必要があります。

では、コマンドラインに進み、チュートリアルのソースファイルがあるディレクトリに移動します。以下
のファイルが必要です。

.
|-- aws-config.txt
|-- basic_activity.rb
|-- get_contact_activity.rb
|-- send_result_activity.rb
|-- subscribe_topic_activity.rb
|-- swf_sns_activities.rb
|-- swf_sns_workflow.rb
|-- utils.rb
`-- wait_for_confirmation_activity.rb

次のコマンドを使ってワークフローを開始します。

ruby swf_sns_workflow.rb 
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これにより、ワークフローが開始され、コピーして別のコマンドラインウィンドウに (または、チュート
リアルのソースファイルをコピーしている別のコンピュータがあればそこに) 貼り付けできる行のある
メッセージが出力されます。

Amazon SWF Example
------------------

Start the activity worker, preferably in a separate command-line window, with
the following command:

> ruby swf_sns_activities.rb 87097e76-7c0c-41c7-817b-92527bb0ea85-activities

You can copy & paste it if you like, just don't copy the '>' character.

Press return when you're ready...   

ワークフローコードは、別のウィンドウでアクティビティポーラーが開始するのをじっと待機します。

新しいコマンドラインウィンドウを開いて、ソースファイルがあるディレクトリに再度移動した
後、swf_sns_workflow.rb によりされるコマンドを使用してアクティビティポーラーを開始します。
たとえば、上記の出力を受け取った場合、以下を入力 (または貼り付け) します。

ruby swf_sns_activities.rb 87097e76-7c0c-41c7-817b-92527bb0ea85-activities

アクティビティポーラーを開始したら、アクティビティ登録についての情報の出力が開始されます。

** initialized and registered activity: get_contact_activity
** initialized and registered activity: subscribe_topic_activity
** initialized and registered activity: wait_for_confirmation_activity
** initialized and registered activity: send_result_activity

これで、元のコマンドラインのウィンドウに戻り、リターンを押してワークフロー実行を開始できます。
これにより、ワークフローは登録され、最初のアクティビティがスケジュールされます。

Starting workflow execution.
** registered workflow: swf-sns-workflow
** scheduling activity task: get_contact_activity

アクティビティポーラーを実行しているもう 1 つのウィンドウに戻ります。最初に実行しているアクティ
ビティの結果が表示され、メールまたは SMS 電話番号を入力するよう求められます。これらのデータの
いずれか、または両方を入力し、入力したテキストを確認します。

activity task received: <AWS::SimpleWorkflow::ActivityTask>
** Starting activity task: get_contact_activity

Please enter either an email address or SMS message (mobile phone) number to
receive Amazon SNS notifications. You can also enter both to use both address types.

If you enter a phone number, it must be able to receive SMS messages, and must
be 11 digits (such as 12065550101 to represent the number 1-206-555-0101).

Email: me@example.com
Phone: 12065550101

You entered: 
  email: me@example.com 
  phone: 12065550101

Is this correct? (y/n): y 
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Note

ここにある電話番号は架空のもので、例を示すことのみを目的として使用しています。実際には
自分の電話番号とメールアドレスを使用します。

この情報を入力するとすぐに、Amazon SNS からメールまたはからテキストメッセージが届き、トピック
のサブスクリプションを確認するよう求められます。SMS 番号を入力した場合は、電話に次のような画面
が表示されます。

このメッセージへ YES と返信すると、send_result_activity で提供したレスポンスが返されます。

このすべてが起こったときに、コマンドラインのウィンドウで何が起きているか確認しましたか? ワーク
フローとアクティビティポーラーは、ずっと作業し続けています。

ワークフローポーラーの出力を以下に示します。

** scheduling activity task: subscribe_topic_activity
** scheduling activity task: wait_for_confirmation_activity
** scheduling activity task: send_result_activity
!! All activities complete! Sending complete_workflow_execution...

アクティビティポーラーの出力を以下に示します。これは、もう 1 つのコマンドラインウィンドウで起き
ていたことです。
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++ Activity task completed: get_contact_activity
** Starting activity task: subscribe_topic_activity
++ Activity task completed: subscribe_topic_activity
** Starting activity task: wait_for_confirmation_activity
Topic subscription still pending for (email: me@example.com)
Topic subscription confirmed for (sms: 12065550101)
++ Activity task completed: wait_for_confirmation_activity
** Starting activity task: send_result_activity
Thanks, you've successfully confirmed registration, and your workflow is complete!
++ Activity task completed: send_result_activity
All done!

これで、ワークフロー、そしてこのチュートリアルはすべて完了しました。

タイムアウトの動作を確認するため、または、異なるデータを入力するために、ワークフローを
再度実行する場合があるかもしれません。一度トピックへのサブスクライブをすると、サブスク
リプションを解除するまではサブスクリプションが継続していることを忘れないで下さい。トピッ
クへのサブスクライブを解除する前にワークフローを再度実行すると、おそらく自動的に成功しま
す。wait_for_confirmation_activity によりサブスクリプションがすでに確認されているとみなさ
れるからです。

Amazon SNS トピックのサブスクライブを解除する方法

• テキストメッセージに否定の返信をします (STOP を送信)。
• E メールで受信したサブスクリプション解除のリンクを選択します。

トピックを再度サブスクライブする準備ができました。

次のステップ
このチュートリアルでは多くの基礎を学習しましたが、AWS SDK for Ruby、Amazon SWF、または 
Amazon SNS について学べることはまだたくさんあります。詳細および、さらに多くの例については、以
下の各項目の公式ドキュメントを参照してください。

• AWS SDK for Ruby ドキュメント
• Amazon Simple Notification Service ドキュメント
• Amazon Simple Workflow Service ドキュメント
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チュートリアル
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) コンソールは、ワークフロー実行を設定、開始および管
理する代替方法を提供します。

Amazon SWF コンソールを使用すると、次のことができます。

• ワークフロードメインの登録。
• ワークフロータイプの登録。
• アクティビティタイプの登録。
• ワークフロー実行の開始。
• 保留中のタスクに関する情報の表示。
• 実行中のワークフロー実行の表示。
• 実行中のワークフロー実行のキャンセル、終了、シグナルの送信。
• クローズしたワークフロー実行の再起動。

Amazon SWF コンソールは、より大きな AWS Management Console エクスペリエンスの一部で、https://
aws.amazon.com/ にサインインしてアクセスできます。サインインリンクは、ページの右上隅にありま
す。

トピック
• Amazon SWF ドメインの登録 (p. 34)
• ワークフロータイプを登録する (p. 36)
• アクティビティタイプの登録 (p. 40)
• ワークフロー実行の開始  (p. 43)
• 保留中のタスクの表示 (p. 46)
• ワークフロー実行の管理 (p. 46)
• Amazon SWF ドメインの管理 (p. 52)

Amazon SWF ドメインの登録
少なくとも 1 つのドメインが登録されるまで、ドメイン登録はコンソールから使用できる唯一の機能で
す。

New console

コンソールを使用して Amazon SWF ドメインを登録するには

1. ドメインが登録されていない場合、メインペインの中央で、[Register Domain] (ドメインの登録) 
を選択します。

2. 「ドメインの登録」ページで、ドメインの名前、保存期間、および必要に応じて説明を入力しま
す。

これらの値は、Register Domain アクションの同様の名前のパラメータに対応します。
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3. [ドメインを登録] を選択します。
4. ドメインの登録後、コンソールには、ドメイン名のページが表示されます。このページでは、以

下のアクションを実行できます。

• ドメインにワークフローを登録する (p. 36)
• ドメインにアクティビティを登録する (p. 40)
• ワークフローの実行を開始する (p. 43)
• ワークフロー実行の管理 (p. 46)
• ドメインを非推奨または非推奨にする (p. 52)

Old console

コンソールを使用して Amazon SWF ドメインを登録するには

1. ドメインが登録されていない場合、メインペインの中央で、[Register Domain] (ドメインの登録) 
を選択します。

次の 1 つ以上のドメインが登録されている場合、ダッシュボードビューの [Manage Domains] 
(ドメインの管理) ボタンを選択し、[Manage Domains] (ドメインの管理) ダイアログボックスの 
[Register New] (新規登録) を選択します。

2. [Register Domain] (ドメインの登録) ダイアログボックスで、名前、保持期間、および説明を入
力します。これらの値は、RegisterDomain アクションの同様の名前のパラメータに対応しま
す。
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3. [Register] (登録) を選択します。
4. ドメインの登録後、コンソールには [Manage Domains] (ドメインの登録) ダイアログボックスが

表示されます。

ワークフロータイプを登録する
ワークフロータイプを登録するには、Amazon SWF コンソールを使用してワークフロータイプを登録でき
ます。少なくとも 1 つのドメインが登録されるまで、ワークフローを登録することはできません。

New console

コンソールを使用して Amazon SWF ワークフロを登録するには

1. ワークフローを登録するドメインを開きます。
2. 選択してください登録[]、[] の順に選択しますワークフローの登録。
3. 上にワークフローの登録ページに入ってワークフロー名そしてワークフローのバージョン。オプ

ションで、デフォルトタスクリストこれを使用して、このワークフローの実行に関する意思決定
タスクをスケジュールします。
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4. (オプション) 選択Advancedワークフローの次の詳細を指定します。

• デフォルトのタスク優先順位— ワークフローに割り当てるデフォルトのタスク優先順位
• デフォルトのタスク優先順位— ワークフローに割り当てるデフォルトのタスク優先順位
• デフォルト実行開始から終了までのタイムアウト— このワークフローの実行にかかるデフォル

トの最大時間。
• デフォルトタスク開始から終了までのタイムアウト— このワークフローのデシジョンタスクの

デフォルトの最大期間。
• デフォルトの子どものポリシー— 子ワークフローの実行に使用するデフォルトポリシー。
• デフォルトの Lambda ロール— このワークフローにアタッチされているデフォルトの IAM 

ロール。
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5. 選択してくださいワークフローの登録。

Old console

コンソールを使用して Amazon SWF ワークフロを登録するには

1. [Amazon Simple Workflow Service Dashboard] (Amazon Simple Workflow Service ダッシュボー
ド) の [Quick Links] (クイックリンク) で、[Register New Workflow Type] (新しいワークフロータ
イプの登録) を選択します。

[Workflow Details] (ワークフローの詳細) ダイアログボックスで、以下の情報を入力します。

• ドメイン
• ワークフローの名前
• ワークフローのバージョン
• デフォルトのタスクリスト
• デフォルトのワークフロー実行時間
• デフォルトのタスク実行時間

アスタリスク ((*)) が付いているフィールドは必須です。
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[続行] を選択します。
2. [Additional Options] (追加オプション) ダイアログボックスで、[Description] (概要) 欄に入力し、

[Default Child Policy] (デフォルトの子ポリシー) を指定します。[Review] (レビュー) を選択しま
す。

3. [Review] (レビュー) ダイアログボックスで、前のダイアログボックスで入力した情報を確認しま
す。情報が正しい場合は、[Register Workflow] (ワークフローの登録) を選択します。それ以外の
場合は、[Back] (戻る) を選択して情報を変更します。

4. 選択してくださいワークフローの登録。
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アクティビティタイプの登録
Amazon SWF コンソールを使用してアクティビティタイプを登録できます。少なくとも 1 つのドメインが
登録されるまで、アクティビティを登録することはできません。

New console

1. アクティビティを登録するドメインを開きます。
2. 選択してください登録[]、[] の順に選択しますアクティビティを登録。
3. 上にアクティビティを登録するページに入ってアクティビティ名そしてアクティビティバージョ

ン。オプションで、デフォルトタスクリストこれはこのアクティビティのタスクをスケジュール
するために使用されます。

4. (オプション) 選択Advanced optionsアクティビティに以下の詳細を指定します。

• デフォルトタスクの優先度— アクティビティに割り当てるデフォルトのタスク優先度。
• タイムアウトを開始する既定のタスクスケジュール— このアクティビティのタスクがワーカー

に割り当てられる前に待機できるデフォルトの最大時間。
• デフォルトタスク開始から終了までのタイムアウト— 作業者がこのアクティビティのタスクを

処理するのにかかるデフォルトの最大時間。
• タイムアウトを閉じるデフォルトタスクスケジュール— このアクティビティのタスクのデフォ

ルトの最大期間。
• デフォルトのタスクハートビートタイムアウト— このタイプのタスクを処理するワーカーが電

話で進捗状況を報告しなければならないデフォルトの最大時間RecordActivityTaskHeartbeat。
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5. 選択してくださいアクティビティを登録する。

Old console

コンソールを使用して Amazon SWF アクティビティタイプを登録するには

1. [Amazon Simple Workflow Service Dashboard] (Amazon Simple Workflow Service ダッシュボー
ド) の [Quick Links] (クイックリンク) で、[Register New Activity Type] (新しいアクティビティタ
イプの登録) を選択します。

[Activity Details] (アクティビティの詳細) ダイアログボックスで、以下の情報を入力します。

• ドメイン
• アクティビティ名
• アクティビティのバージョン
• デフォルトのタスクリスト
• タスクのスケジュールから開始までのタイムアウト
• タスクの開始からクローズまでのタイムアウト

アスタリスク ((*)) が付いているフィールドは必須です。
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[Continue] (続行) をクリックします。
2. [Additional Options] (追加オプション) ダイアログボックスで、[Description] (送信先) を入力し

て、[Heartbeat Timeout] (ハートビートタイムアプト) および [Task Schedule to Close Timeout] 
(タスクスケジュールからクローズタイムアウトまで) を指定します。[Review] (レビュー) を選択
します。

3. [Review] (レビュー) ダイアログボックスで、前のダイアログボックスで入力した情報を確認しま
す。情報が正しい場合は、[Register Activity] (アクティビティの登録) を選択します。それ以外の
場合は、[Back] (戻る) を選択して情報を変更します。

4. 選択してくださいアクティビティを登録。
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ワークフロー実行の開始
Amazon SWF コンソールからワークフロー実行を開始できます。少なくとも 1 つのワークフローを登録す
るまで、ワークフロー実行を開始することはできません。

コンソールを使用してワークフロー実行を開始するに
は
New console

1. Amazon SWF コンソールを開き、左のナビゲーションペインでドメイン。
2. ドメイン名の下で、[] を選択します。ワークフロー。
3. にワークフローページで、実行するワークフローを選択します。
4. [Start execution] (実行のスタート) を選択します。
5. に実行の開始ページに入ってワークフロー名そして実行 ID実行の名前で識別します。オプショ

ンで、を指定することもできますタスクリストこれは、このワークフロー実行で生成されるデシ
ジョンタスクに使用されます。

6. (オプション) 選択詳細オプションワークフロー実行に関する次の詳細を指定します。

• タスクの優先順位— このワークフロー実行に使用するタスク優先度。
• 実行開始から終了までのタイムアウト— このワークフロー実行の合計所要時間。
• タスク開始から終了までのタイムアウト— このワークフロー実行のデシジョンタスクの最大期

間。
• 子ポリシー— このワークフロー実行が中止された場合の子ワークフロー実行に使用するポリ

シー。TerminateWorkflowExecution明示的に、またはタイムアウト期限切れによるアクショ
ン。
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• Lambda ロール— このワークフロー実行にアタッチする IAM ロール。

7. [Start execution] (実行のスタート) を選択します。

Old console

1. [Amazon Simple Workflow Service Dashboard] (Amazon Simple Workflow Service ダッシュボー
ド) の [Quick Links] (クイックリンク) で、[Start a New Workflow Execution] (新しいワークフロー
実行を開始する) を選択します。

[Execution Details] ダイアログボックスで、以下の情報を入力します。

• ドメイン
• ワークフローの名前
• ワークフローのバージョン
• ワークフロー ID
• タスクリスト
• 最大実行時間
• タスクの開始からクローズまでのタイムアウト

アスタリスク ((*)) が付いているフィールドは必須です。
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[続行] を選択します。
2. [Additional Options] ダイアログボックスで、以下を指定します。

• ワークフロー実行に関連付ける一連の [Tags]。これらのタグを使用して、ワークフロー実行に
ついての情報をクエリできます。

• 実行に意味のある [Input] 文字列。この文字列は Amazon SWF で解釈されません。
• [Child Policy]。

3. [Review] (レビュー) ダイアログボックスで、前のダイアログボックスで入力した情報を確認しま
す。情報が正しい場合は、[Start Execution] を選択します。それ以外の場合は、[Back] (戻る) を選
択して情報を変更します。
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保留中のタスクの表示
Note

このタスクは古い Amazon SWF コンソールでのみ使用できます。

Amazon Simple Workflow Service ダッシュボードでは、特定のタスクリストに関連付けられている保留中
のタスクの数を表示できます。

1. タスクリストが [Decider Task List] (ディサイダータスクのリスト) または [Activity Task List] (アク
ティブタスクのリスト) のどちらであるかを選択します。

2. テキストボックスにタスクリスト名を入力します。
3. [View Backlog] (バックログの表示) を選択します。

ワークフロー実行の管理
現在実行中のワークフロー実行を管理し、Amazon SWF コンソールを使用してクローズします。

New console

ワークフロー実行の管理

1. ドメインを開いてワークフロー実行を管理します。
2. 「実行を検索」を選択します。
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3. 「ワークフロー実行」ページで、「実行をプロパティ別にフィルターする」を選択し、「プロパ
ティ」で以下のフィルターのいずれかを選択します。

を選択します。 ...でこのフィルターを適用

Workflow 特定のワークフローの実行を一覧表示するには、このフィルターを選
択します。例えば、実行を表示するにはfiction-books-order-
workflow、次の操作を行います。

1. ワークフローを選択します。
2. [演算子] で [等しい] を選択します。
3. [ワークフロー] で [フィクション-書籍-注文-ワークフロー] を選択し

ます。
4. (オプション) フィルターを削除して実行の検索を新たに開始するに

は、[Clear filters] (フィルターをクリア) を選択します。

ステータス このフィルターを選択すると、特定のステータスの実行が一覧表示さ
れます。たとえば、「失敗」ステータスの実行を表示するには、次の
操作を行います。

1. ステータスを選択します。
2. [演算子] で [等しい] を選択します。
3. [ステータス] で [失敗] を選択します。
4. (オプション) フィルターを削除して実行の検索を新たに開始するに

は、[Clear filters] (フィルターをクリア) を選択します。

実行 ID このフィルターを選択すると、ID に基づいてワークフロー実行が表
示されます。例えば、ID を使用して実行を表示するにはfiction-
books-order-category1、次の操作を行います。

1. 実行 ID を選択します。
2. [演算子] で [等しい] を選択します。
3. 「執行 ID」で、「フィクション-本-注文-カテゴリ 1」を選択しま

す。
4. (オプション) フィルターを削除して実行の検索を新たに開始するに

は、[Clear filters] (フィルターをクリア) を選択します。

[Tag] (タグ) このフィルターを選択すると、特定のタグが付いた実行が一覧
表示されます。たとえば、実行結果をステータスで表示するに
はpurchaseOrder、次の操作を行います。

1. [Tags] (タグ) を選択します。
2. [演算子] で [等しい] を選択します。
3. 「タグ」 で「発注書」を選択します。
4. (オプション) フィルターを削除して実行の検索を新たに開始するに

は、[Clear filters] (フィルターをクリア) を選択します。

4. (オプション) 必要なフィルタを適用してワークフロー実行を一覧表示すると、アクティブな実行
に対して次の操作を実行できます。

• シグナル — このオプションを使用して、実行中のワークフローに追加データを送信します。こ
れを実行するには:
1. 追加データの送信先とする実行を選択します。
2. Signal を選択し、Signal 実行ダイアログボックスでデータを指定します。
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3. 信号を選択します。

• Try-Cancel — このオプションを使用して、ワークフローの実行をキャンセルしてみます。ワー
クフロー実行を終了するよりも、キャンセルすることをお勧めします。キャンセルにより、ク
リーンアップタスクを実行してから適切にクローズする機会がワークフロー実行に与えられま
す。
1. キャンセルする実行を選択します。
2. [試行-キャンセル] を選択します。

• 終了 — このオプションを使用してワークフローの実行を終了します。ワークフロー実行を終了
するよりも、キャンセルする方が望ましいことに留意してください。
1. 終了する実行を選択します。
2. チャイルドポリシーの場合は、「終了」が選択されていることを確認してください。
3. （オプション）実行を終了する理由と詳細を指定します。
4. [Terminate] (終了) を選択します。
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5. (オプション) 再実行 — このオプションを使用して、終了したワークフロー実行を再実行します。

1. ワークフロー実行のリストで、再実行する、クローズした実行を選択します。クローズした実
行を選択すると、[Re-Run] (再実行) ボタンが有効になります。[Re-Run] (再実行) を選択しま
す。

2. 「実行を再実行」ページで、で説明されているようにワークフロー実行の詳細を指定しま
すワークフロー実行の開始  (p. 43)。

Old console

このビューにアクセスするには、Amazon SWF ダッシュボードの [Find Execution(s)] (実行の検索) ボ
タンを選択します。

最初にワークフロー ID を入力すると、コンソールにはそのワークフロー ID を持つ実行が表示されま
す。それ以外の場合、[Find Execution(s)] (実行の検索) を選択すると、[My Workflow Executions] (ワー
クフローの実行) ビューにより、開始時刻、まだ実行中かどうか、および関連するメタデータに基づい
て、ワークフロー実行をクエリすることができます。クエリでは、次のいずれかのタイプのメタデー
タから選択できます。

• ワークフロー ID
• ワークフロータイプ
• タグ
• クローズステータス

ワークフロー実行がクローズした場合、クローズステータスは次のいずれかの値になり、ワークフ
ロー実行がクローズした状況を示します。
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• 完了
• [Failed] (失敗)
• キャンセル
• タイムアウト
• 新規として継続

Note

ワークフロー実行を列挙するには、最初に [Domain] (ドメイン) ドロップダウンリストからド
メインを選択する必要があります。

ワークフロー実行のリストを列挙したら、以下の操作を実行できます。

• ワークフロー実行を通知します。つまり、実行中のワークフロー実行に追加データを送信します。

• ワークフロー実行のキャンセルを試みます。ワークフロー実行を終了するよりも、キャンセルする
ことをお勧めします。キャンセルにより、クリーンアップタスクを実行してから適切にクローズす
る機会がワークフロー実行に与えられます。
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• ワークフロー実行を終了します。ワークフロー実行を終了するよりも、キャンセルする方が望まし
いことに留意してください。

• クローズしたワークフロー実行を再実行します。

クローズしたワークフロー実行を再実行するには

1. ワークフロー実行のリストで、再実行する、クローズした実行を選択します。クローズした実行
を選択すると、[Re-Run] (再実行) ボタンが有効になります。[Re-Run] (再実行) を選択します。

ダイアログボックスの [Re-Run Execution] (再度実行) シーケンスが表示されます。
2. [Execution Details] (実行の詳細) ダイアログボックスで、次の情報を指定します。ダイアログボッ

クスには、元の実行の情報が既に入力されています。

• ドメイン
• ワークフローの名前
• ワークフローのバージョン
• ワークフロー ID
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[Advanced Options] (詳細オプション) リンクを選択すると、以下の追加オプションを指定できま
す。

• タスクリスト
• 最大実行時間
• タスクの開始からクローズまでのタイムアウト

[Continue (続行)] を選択します。
3. [Additional Options] (追加オプション) ダイアログボックスで、実行の入力文字列を指定します。

[Advanced Options] (追加オプション) リンクで、この実行またはワークフロー実行に関連付ける 
[Tags] (タグ) を指定するか、実行の [Child Policy] (子ポリシー) を変更できます。前のダイアログ
ボックスと同じように、元の実行の情報が既に入力されています。

[Review] (レビュー) を選択します。
4. [Review] (レビュー) ダイアログボックスで、すべての情報が正しいことを確認します。情報が正

しい場合は、[Re-Run Execution] (再度実行) を選択します。それ以外の場合は、[Back] (戻る) を
選択して情報を変更します。

Amazon SWF ドメインの管理
Amazon SWF コンソールを使用して、非推奨ドメインや非推奨ドメインなどのドメイン管理アクション
を実行できます。ドメインの非推奨状態を解除すると、それを使用して新しいワークフロー実行や新しい
ワークフローの登録できなくなります。ドメインを廃止すると、そのドメインに登録されているすべての
アクティビティとワークフローも廃止されます。ドメインが廃止される前に開始された実行は引き続き実
行されます。

以前に非推奨とされたドメインの非推奨状態を解除することもできます。ドメインを非推奨にすると、そ
のドメインを使用してドメインに新しいワークフローを登録する (p. 36)または新しいワークフロー実行
の開始 (p. 43)。

これらのドメイン管理アクションの詳細については、DeprecateDomainそしてUndeprecateDomain。

Note

新しいコンソールエクスペリエンスには、次の Amazon SWF ドメイン管理手順が適用されま
す。

コンソールを使用してドメインの非推奨状態を解除するには

1. 廃止したい Amazon SWF ドメインを開きます。
2. 選択してくださいドメイン管理[]、[]は非推奨。
3. 選択してくださいは非推奨()ドメイン (廃止)ダイアログ・ボックスでアクションを確定します。

コンソールを使用してドメインの非推奨状態を解除するには

1. 廃止したい Amazon SWF ドメインを開きます。
2. 選択してくださいドメイン管理[]、[]非推奨。

または、非推奨化 (非推奨化) ドメインページに表示されているメッセージで
3. 選択してください非推奨()非推奨化 (非推奨化) ドメインダイアログ・ボックスでアクションを確定し

ます。
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Amazon SWF の仕組み
この章の概念では、Amazon Simple Workflow Service の概要を示し、その重要な機能について説明しま
す。Amazon SWF の使用のいくつかの例が、この章のトピック内で示されていますが、ここで説明する
機能の実装に関するより具体的な例については、「Amazon SWF API を使用する (p. 133)」というセク
ションを参照してください。

トピック
• Amazon SWF ワークフロー (p. 53)
• Amazon SWF ワークフロー履歴 (p. 55)
• Amazon SWF のアクター (p. 58)
• Amazon SWF のタスク (p. 60)
• Amazon SWF ドメイン (p. 61)
• Amazon SWF オブジェクト識別子 (p. 62)
• Amazon SWF タスクリスト (p. 62)
• Amazon SWF ワークフロー実行のクローズ (p. 63)
• Amazon SWF ワークフロー実行のライフサイクル (p. 64)
• Amazon SWF でのタスクのポーリング (p. 68)
• Amazon SWF の高度な概念 (p. 68)

Amazon SWF ワークフロー
トピック

• ワークフローとは (p. 53)
• シンプルなワークフローの例: e コマースアプリケーション (p. 53)
• ワークフローの登録と実行 (p. 54)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 55)

ワークフローとは
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) を使用して、分散された非同期アプリケーションをワー
クフローとして実装できます。ワークフローは複数のコンピューティングデバイス間で非同期的に実行で
き、シーケンシャル処理と並列処理の両方を実行できるアクティビティの実行を調整、管理します。

ワークフローを設計するときは、アプリケーションを分析してそのコンポーネントタスクを特定しま
す。Amazon SWF の場合、これらのタスクは、アクティビティを表します。アクティビティが実行される
順序は、ワークフローの調整ロジックによって決まります。

シンプルなワークフローの例: e コマースアプリケー
ション
たとえば、次の図は、人間によるプロセスおよび自動化されたプロセスの両方を含むシンプルな e コマー
スの注文処理のワークフローを示しています。
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このワークフローは、顧客が注文を行うときに開始されます。これには 4 つのタスクが含まれます。

1. 注文を確認する。
2. 注文が有効である場合、顧客に課金する。
3. 支払いが行われたら、注文品を出荷する。
4. 注文品が出荷されたら、注文の詳細を保存する。

このワークフローのタスクはシーケンシャルです。クレジットカードに課金する前に注文を確認する必要
があり、注文品を出荷する前にクレジットカードに正常に課金する必要があります。さらに、注文を記録
する前に注文品を出荷する必要があります。それでも、Amazon SWF は分散プロセスをサポートしている
ため、これらのタスクは別の場所で実行できます。タスクの特性がプログラム的である場合、別のプログ
ラミング言語または別のツールを使用して記述することもできます。

タスクのシーケンシャル処理に加えて、Amazon SWF はタスクの並列処理を使用したワークフローもサ
ポートします。並行タスクは同時に実行され、別のアプリケーションまたは人間のワーカーによって単独
に実行することもできます。ワークフローにより、1 つ以上の並行タスクが完了したときの続行方法に関
する決定が行われます。

ワークフローの登録と実行
調整ロジックとアクティビティを設計したら、Amazon SWF を使用してそれらのコンポーネントをワーク
フローおよびアクティビティタイプとして登録します。登録時に、各タイプに名前、バージョン、および
デフォルト設定値を指定します。

Amazon SWF には、登録されたワークフローとアクティビティタイプのみを使
用できます。e コマースの例では、CustomerOrder ワークフロータイプ、および 
VerifyOrder、ChargeCreditCard、ShipOrder、RecordCompletion アクティビティタイプを登録します。

ワークフロータイプの登録後は、何回でも実行できます。ワークフロー実行は、ワークフローの実行中の
インスタンスです。e コマースの例では、新しいワークフロー実行が顧客の注文ごとに開始されます。

ワークフロー実行は、別のワークフロー実行の後でも、任意のプロセスまたはアプリケーションによって
開始できます。e コマースの例では、ワークフローを開始するアプリケーションのタイプは、顧客の注文
方法によって異なります。ワークフローは、ウェブサイトやモバイルアプリケーション、または社内アプ
リケーションを使用してカスタマーサービス担当者が開始できます。

Amazon SWF を使用すると、workflowId という識別子をワークフロー実行に関連付けることができる
ため、既存のビジネス識別子をワークフロー実行に統合することができます。e コマースの例では、各
ワークフロー実行を、顧客の請求書番号を使って特定できます。
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以下の資料も参照してください。

Amazon SWF は、ユーザーが指定した識別子に加えて、システムが生成する一意の識別子 (runId) を
ワークフローの実行ごとに関連付けます。Amazon SWF では、この識別子を使用して 1 つのワークフロー
実行のみを任意の時点で実行できます。同じワークフロータイプの複数のワークフローを実行することは
できますが、各ワークフローの実行には別個の runId があります。

以下の資料も参照してください。
Amazon SWF ワークフロー履歴 (p. 55)

Amazon SWF ワークフロー履歴
すべてのワークフロー実行の進行状況は、Amazon SWF が保持するワークフロー履歴に記録されます。
ワークフロー履歴は、ワークフロー実行が開始されてから発生したすべてのイベントの詳細かつ完全で
一貫性のあるレコードです。イベントは、スケジュールされている新しいアクティビティや実行中のアク
ティビティが完了したなど、ワークフローの実行状態の個別の変化を表します。ワークフロー履歴には、
スケジュールされたアクティビティ、完了したアクティビティ、タスクのタイムアウト、シグナルなど、
ワークフロー実行の実行状態を変化させるすべてのイベントが含まれます。

ワークフロー実行の状態を変化させないオペレーションは、通常、ワークフロー履歴には表示されませ
ん。たとえば、ワークフロー履歴には、ポーリングの試行や可視性オペレーションの使用は表示されませ
ん。

ワークフロー履歴には、以下のような重要な利点があります。

• ワークフロー実行に関するすべての情報がワークフロー履歴に保存されるため、アプリケーションをス
テートレスにすることができます。

• ワークフローの実行ごとに、履歴には、スケジュールされたアクティビティ、現在のステータス、およ
びその結果のレコードが表示されます。ワークフローの実行では、この情報を使用して次のステップを
決定します。

• この履歴には、実行中のワークフロー実行をモニタリングし、完了したワークフロー実行を検証するた
めに使用できる詳細な監査証跡が用意されています。

以下は、e コマースのワークフロー履歴の概念図です。

Invoice0001

Start Workflow Execution

Schedule Verify Order
Start Verify Order Activity
Complete Verify Order Activity

Schedule Charge Credit Card
Start Charge Credit Card Activity
Complete Charge Credit Card Activity

Schedule Ship Order
Start Ship Order Activity

上記の例では、注文が出荷待ちの状態になっています。次の例では、注文が完了しています。ワークフ
ロー履歴は累積的であるため、新しいイベントが追加されます。

Invoice0001
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Start Workflow Execution

Schedule Verify Order
Start Verify Order Activity
Complete Verify Order Activity

Schedule Charge Credit Card
Start Charge Credit Card Activity
Complete Charge Credit Card Activity

Schedule Ship Order
Start Ship Order Activity

Complete Ship Order Activity

Schedule Record Order Completion
Start Record Order Completion Activity
Complete Record Order Completion Activity

Close Workflow

プログラムでは、ワークフロー実行履歴に関するイベントは、JavaScript Object Notation (JSON) のオブ
ジェクトとして表されます。履歴自体は、これらのオブジェクトの JSON 配列です。各イベントには次の
ものがあります。

• WorkflowExecutionStarted または ActivityTaskCompleted のような型
• Unix 時間形式のタイムスタンプ
• イベントを一意に識別する ID

さらに、各イベントの型には、その型に適した独自の記述属性セットがあります。たとえ
ば、ActivityTaskCompleted イベントには、アクティビティタスクがスケジュールされた時間および
そのアクティビティタスクが開始された時間に対応するイベントの ID を含む属性と、結果データを保持す
る属性が含まれています。

GetWorkflowExecutionHistory アクションを使用して、ワークフロー実行履歴の現在の状態のコピーを取
得できます。さらに、Amazon SWF とワークフローのディサイダーとのインタラクションの一環として、
ディサイダーは履歴のコピーを定期的に受信します。

以下は、JSON 形式でのワークフロー実行履歴の例です。

[  { 
      "eventId": 11, 
      "eventTimestamp": 1326671603.102, 
      "eventType": "WorkflowExecutionTimedOut", 
      "workflowExecutionTimedOutEventAttributes": { 
         "childPolicy": "TERMINATE", 
         "timeoutType": "START_TO_CLOSE" 
      } 
   }, { 
      "decisionTaskScheduledEventAttributes": { 
         "startToCloseTimeout": "600", 
         "taskList": { 
            "name": "specialTaskList" 
         } 
      }, 
      "eventId": 10, 
      "eventTimestamp": 1326670566.124, 
      "eventType": "DecisionTaskScheduled" 
   }, { 
      "activityTaskTimedOutEventAttributes": { 
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         "details": "Waiting for confirmation", 
         "scheduledEventId": 8, 
         "startedEventId": 0, 
         "timeoutType": "SCHEDULE_TO_START" 
      }, 
      "eventId": 9, 
      "eventTimestamp": 1326670566.124, 
      "eventType": "ActivityTaskTimedOut" 
   }, { 
      "activityTaskScheduledEventAttributes": { 
         "activityId": "verification-27", 
         "activityType": { 
            "name": "activityVerify", 
            "version": "1.0" 
         }, 
         "control": "digital music", 
         "decisionTaskCompletedEventId": 7, 
         "heartbeatTimeout": "120", 
         "input": "5634-0056-4367-0923,12/12,437", 
         "scheduleToCloseTimeout": "900", 
         "scheduleToStartTimeout": "300", 
         "startToCloseTimeout": "600", 
         "taskList": { 
            "name": "specialTaskList" 
         } 
      }, 
      "eventId": 8, 
      "eventTimestamp": 1326670266.115, 
      "eventType": "ActivityTaskScheduled" 
   }, { 
      "decisionTaskCompletedEventAttributes": { 
         "executionContext": "Black Friday", 
         "scheduledEventId": 5, 
         "startedEventId": 6 
      }, 
      "eventId": 7, 
      "eventTimestamp": 1326670266.103, 
      "eventType": "DecisionTaskCompleted" 
   }, { 
      "decisionTaskStartedEventAttributes": { 
         "identity": "Decider01", 
         "scheduledEventId": 5 
      }, 
      "eventId": 6, 
      "eventTimestamp": 1326670161.497, 
      "eventType": "DecisionTaskStarted" 
   }, { 
      "decisionTaskScheduledEventAttributes": { 
         "startToCloseTimeout": "600", 
         "taskList": { 
            "name": "specialTaskList" 
         } 
      }, 
      "eventId": 5, 
      "eventTimestamp": 1326668752.66, 
      "eventType": "DecisionTaskScheduled" 
   }, { 
      "decisionTaskTimedOutEventAttributes": { 
         "scheduledEventId": 2, 
         "startedEventId": 3, 
         "timeoutType": "START_TO_CLOSE" 
      }, 
      "eventId": 4, 
      "eventTimestamp": 1326668752.66, 
      "eventType": "DecisionTaskTimedOut" 
   }, { 
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      "decisionTaskStartedEventAttributes": { 
         "identity": "Decider01", 
         "scheduledEventId": 2 
      }, 
      "eventId": 3, 
      "eventTimestamp": 1326668152.648, 
      "eventType": "DecisionTaskStarted" 
   }, { 
      "decisionTaskScheduledEventAttributes": { 
         "startToCloseTimeout": "600", 
         "taskList": { 
            "name": "specialTaskList" 
         } 
      }, 
      "eventId": 2, 
      "eventTimestamp": 1326668003.094, 
      "eventType": "DecisionTaskScheduled" 
   }
]

ワークフローの実行履歴に表示できるさまざまなタイプのイベントの詳細なリストについては、
「Amazon Simple Workflow ServiceAPIリファレンス」の「HistoryEventデータ型」を参照してください。

Amazon SWF では、実行が終了してから設定可能な日数の間、すべてのワークフロー実行の完全な履歴が
保存されます。ワークフロー履歴の保持期間と呼ばれるこの期間は、ワークフローのドメインを登録する
ときに指定されます。ドメインについては、このセクションの後半で詳しく説明します。

Amazon SWF のアクター
トピック

• Amazon SWF のアクターとは? (p. 58)
• ワークフロースターター (p. 59)
• Deciders (p. 59)
• アクティビティワーカー (p. 60)
• アクター間のデータ交換 (p. 60)

Amazon SWF のアクターとは?
操作の過程で、Amazon SWF はさまざまな種類のプログラマティックアクターと対話します。アク
ターはワークフロースターター (p. 59)、ディサイダー (p. 59)、または、アクティビティワー
カー (p. 60)になれます。これらのアクターは API を通して Amazon SWF と通信します。任意のプログ
ラミング言語でこれらのアクターを開発できます。

次の図は、Amazon SWF とアクターを含む Amazon SWF アーキテクチャーを示しています。
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ワークフロースターター
ワークフロースターターとは、ワークフロー実行を開始できるアプリケーションのことです。e コマース
の例では、1 つのワークフロースターターはウェブサイトで、顧客はそこで注文を行います。別のワーク
フロースターターとしてモバイルアプリケーションやシステムがあり、カスタマーサービス担当者はそれ
を使用して顧客に代わって注文を行います。

Deciders
ディサイダーは、ワークフローの調整ロジックの実装です。ディサイダーは、ワークフロー実行でアク
ティビティタスクの流れを制御します。ワークフロー実行中に、タスクの完了などの変更が生じると、
全体のワークフロー履歴を含む決定タスクがディサイダーに渡されます。ディサイダーは決定タスクを 
Amazon SWF から受け取ると、ワークフロー実行の履歴を分析し、ワークフロー実行の次の適切なステッ
プを決定します。ディサイダーは、decisions を使用してこれらのステップを Amazon SWF に通知しま
す。decisions とは、さまざまな次のアクションを表すことができる Amazon SWF のデータ型です。可能
な決定のリストについては、Amazon Simple Workflow Service API リファレンスの「決定」を参照してく
ださい。

以下に示しているのは JSON 形式の決定の例で、この形式で Amazon SWF へ伝達されます。この決定に
より新しいアクティビティタスクがスケジュールされます。

{ 
   "decisionType" : "ScheduleActivityTask", 
   "scheduleActivityTaskDecisionAttributes" : { 
      "activityType" : { 
         "name" : "activityVerify", 
         "version" : "1.0" 
      }, 
      "activityId" : "verification-27", 
      "control" : "digital music", 
      "input" : "5634-0056-4367-0923,12/12,437", 
      "scheduleToCloseTimeout" : "900", 
      "taskList" : { 
         "name": "specialTaskList" 
      }, 
      "scheduleToStartTimeout" : "300", 
      "startToCloseTimeout" : "600", 
      "heartbeatTimeout" : "120" 
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   }
}      

ディサイダーは、ワークフロー実行が開始しワークフロー実行で状態変更が発生するたびに、決定タスク
を受け取ります。ディサイダーは、決定タスクを受信し、より多くの決定で Amazon SWF に応答するこ
とにより、ワークフロー実行が完了したとディサイダーが決めるまで、ワークフロー実行を進行し続け
ます。その時は、ワークフロー実行をクローズするようにとの決定で応答します。ワークフロー実行がク
ローズされた後、Amazon SWF はその実行に追加のタスクをスケジュールしません。

e コマースの例では、ディサイダーは各ステップが正しく実行されたかどうかを判断した後、次のステッ
プをスケジュールするか、またはエラー状態を管理します。

ディサイダーは 1 つのコンピュータプロセスまたはスレッドを表します。複数のディサイダーは、同じ
ワークフロータイプのタスクを処理できます。

アクティビティワーカー
アクティビティワーカーは、ワークフローの一部であるアクティビティタスクを実行するプロセスまたは
スレッドです。アクティビティタスクは、アプリケーションで識別したタスクの 1 つを表します。

ワークフローでアクティビティタスクを使用するには、Amazon SWF コンソールまたは
RegisterActivityType アクションのいずれかを使用して登録する必要があります。

各アクティビティワーカーは、そのアクティビティワーカーに適切な新しいタスクに対して Amazon SWF 
をポーリングします。特定のタスクは特定のアクティビティワーカーでのみ実行できます。タスクを受
け取ったら、アクティビティワーカーはタスクを完了するまで処理し、タスクが完了したことを Amazon 
SWF にレポートし結果を提供します。その後、アクティビティワーカーは新しいタスクに対してポーリ
ングします。ワークフロー実行に関連付けられたアクティビティワーカーはこのように続き、ワークフ
ロー実行自体が完了するまでタスクを処理します。e コマースの例では、アクティビティワーカーは、ク
レジットカードの処理者や倉庫の従業員などの人々により使用される独立したプロセスやアプリケーショ
ンで、プロセスの中で個々のステップを実行します。

アクティビティワーカーは 1 つのコンピュータプロセス (またはスレッド) を表します。複数のアクティビ
ティワーカーは同じアクティビティタイプのタスクを処理できます。

アクター間のデータ交換
入力データはワークフロー実行が開始するときに提供できます。同様に、入力データは、アクティビティ
ワーカーがアクティビティタスクをスケジュールするときにアクティビティワーカーに提供できます。ア
クティビティタスクが完了すると、アクティビティワーカーは Amazon SWF に結果を返すことができま
す。同様に、ディサイダーは、ワークフロー実行が完了するとワークフロー実行の結果をレポートできま
す。各アクターは、文字列で Amazon SWF にデータを送信する、またはそれからデータを受信すること
ができ、文字列のフォームはユーザーが定義します。データのサイズと機密性により、データを直接渡す
か、または、別のシステムやサービス (Amazon S3 または DynamoDB など) に保存されているデータへ
のポインタを渡すことができます。直接渡されたデータおよび別のデータ保存へのポインタのいずれも、
ワークフロー実行の履歴に記録されます。ただし、Amazon SWF は履歴の一部として外部保存からのデー
タをコピーする、またはキャッシュすることはしません。

Amazon SWF は、入力やタスクの結果を含め、各ワークフロー実行の完全な実行状態を維持するため、す
べてのアクターはステートレスにできます。結果として、ワークフロー処理はスケーラビリティに優れて
います。システム負荷の増加に合わせて、容量を増やすために単にアクターを追加することができます。

Amazon SWF のタスク
Amazon SWF はタスクと呼ばれる作業割り当てを提供することによってアクティビティワーカーとディサ
イダーを連携させます。Amazon SWF には 3 種類の タスクがあります。
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• アクティビティタスク – アクティビティ タスクはアクティビティワーカーに、インベントリの確認やク
レジットカードへの請求などの機能を実行するよう指示します。アクティビティタスクには、アクティ
ビティワーカーがその機能を実行するために必要なすべての情報が含まれています。

• Lambda タスク – Lambda タスクはアクティビティタスクに似ていますが、従来の Amazon SWF アク
ティビティの代わりに Lambda 関数を実行します。Lambda タスクを定義する方法の詳細については、
「AWS Lambda タスク (p. 143)」を参照してください。

• 決定タスク - 決定 タスクは、ディサイダーが実行する必要のある次のアクティビティを決定できるよう
に、ワークフロー実行の状態が変更されたことをディサイダーに通知します。決定タスクには、現在の
ワークフロー履歴が含まれます。

Amazon SWF は、ワークフローの開始時や、アクティビティタスクの完了時など、ワークフローの状態
が変化するたびに、決定タスクをスケジュールします。各決定タスクには、ワークフロー実行履歴全体
のページ分割された表示が含まれています。ディサイダーはワークフローの実行履歴を分析し、ワークフ
ローの実行で次に何が発生するかを指定する一連の決定を使用して Amazon SWF に応答します。基本的
に、すべての決定タスクでディサイダーにはワークフローを評価し、Amazon SWF に指示を返す機会があ
ります。

競合する決定が処理されないように、Amazon SWF は各決定タスクを正確に 1 つのディサイダーに割り当
て、ワークフロー実行中に一度に 1 つの決定タスクのみをアクティブにします。

次の表に、ワークフローと決定に関連するさまざまな構成要素の関係を示します。

論理設計 登録内容 実行者 受信と実行 生成

ワークフロー ワークフロータイ
プ

ディサイダー 決定タスク 決定

アクティビティワーカーがアクティビティタスクを完了すると、そのタスクが完了したことが Amazon 
SWF に報告されます。それには生成された関連する結果がすべて含まれます。Amazon SWF は、ワーク
フローの実行履歴を、タスクが完了したことを示すイベントで更新し、更新された履歴を決定者に送信す
る決定タスクをスケジュールします。

Amazon SWF は、各アクティビティタスクを正確に 1 人のアクティビティワーカーに割り当てます。タス
クが割り当てられたら、他のアクティビティワーカーはそのタスクを要求または実行できません。

次の表に、アクティビティに関連するさまざまな構成要素の関係を示します。

論理設計 登録内容 実行者 受信と実行 生成

アクティビティ アクティビティタ
イプ

アクティビティ
ワーカー

アクティビティタ
スク

結果データ

Amazon SWF ドメイン
ドメインは、AWS アカウント内で Amazon SWF リソースを絞り込むための方法を提供します。ワークフ
ロータイプやアクティビティタイプなど、ワークフローのすべてのコンポーネントは、ドメインで指定す
る必要があります。ドメインで複数のワークフローを持つことができますが、異なるドメインのワークフ
ローが相互に連動することはできません。

新しいワークフローをセットアップするときは、他のワークフローコンポーネントをセットアップする前
に、まだ行っていない場合はドメインを登録する必要があります。
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ドメインを登録するときは、ワークフロー履歴の保持期間を指定します。この期間は、ワークフロー実行
の完了後に、ワークフロー実行に関する情報を保持するために Amazon SWF が情報の保持を継続する期
間です。

Amazon SWF オブジェクト識別子
次のリストに、ワークフロー実行などの Amazon SWF オブジェクト識別子が一意に識別される方法を示
します。

• ワークフロータイプ - 登録されたワークフロータイプは、そのドメイン、名前、およびバージョンに
よって識別されます。ワークフロータイプは、RegisterWorkflowType への呼び出しで指定されま
す。

• アクティビティタイプ - 登録されたアクティビティタイプは、そのドメイン、名前、およびバージョン
によって識別されます。アクティビティタイプは、RegisterActivityType への呼び出しで指定され
ます。

• 決定タスクおよびアクティビティタスク - 各決定タスクおよびアクティビティタスクは、一
意のタスクトークンによって識別されます。タスクトークンは Amazon SWF によって生成さ
れ、PollForDecisionTask または PollForActivityTask からのレスポンスで、タスクに関する
他の情報とともに返されます。トークンはタスクを受信したプロセスによって最も一般的に使用されま
すが、このプロセスは、別のプロセスにトークンを渡すことができ、それによりタスクの完了または失
敗を報告することができます。

• ワークフローの実行 - ワークフローの 1 つの実行は、ドメイン、ワークフロー ID、および実
行 ID によって識別されます。最初の 2 つは、StartWorkflowExecution に渡されるパラメータで
す。StartWorkflowExecution によって実行 ID が返されます。

Amazon SWF タスクリスト
タスクリストを使用すると、ワークフローに関連付けられたさまざまなタスクを整理することができま
す。タスクリストは、動的クエリと類似したものと考えることができます。タスクが Amazon SWF でス
ケジュールされた場合、これを配置するキュー (タスクリスト) を指定できます。同様に、タスクに対して 
Amazon SWF をポーリングする場合、タスクの取得元となるキュー (タスクリスト) を指定します。

タスクリストは、ユースケースでの必要性に応じて、タスクをワーカーにルーティングするための柔軟な
メカニズムを提供します。タスクリストは、タスクリストを登録したり、アクションを通じて明示的に作
成したりする必要がないという点で動的です。タスクをスケジュールするだけで、既に存在していない場
合はタスクリストが作成されます。

アクティビティタスクや決定タスクには別のリストがあります。タスクは常に 1 つのタスクリストでのみ
スケジュールされ、リスト間で共有されることはありません。さらに、アクティビティやワークフローと
同様に、タスクリストのスコープは特定の AWS リージョンおよび Amazon SWF ドメインになります。

トピック
• 決定タスクリスト (p. 62)
• アクティビティタスクリスト (p. 63)
• タスクのルーティング (p. 63)

決定タスクリスト
各ワークフロー実行は、特定の決定タスクリストに関連付けられます。ワークフロータイプ 
(RegisterWorkflowType アクション) が登録されたら、そのワークフロータイプの実行のデフォルトのタス
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クリストを指定できます。ワークフロースターターがワークフロー実行 (StartWorkflowExecution ア
クション) を開始する際に、そのワークフロー実行に対して異なるタスクリストを指定するオプションが
あります。

ディサイダーが新しい決定タスク (PollForDecisionTask アクション) をポーリングするときに、ディ
サイダーは使用する決定タスクリストを指定します。1 つのディサイダーは、呼び出しごとに別のタス
クリストを使用し、PollForDecisionTask を複数回呼び出して複数のワークフロー実行に対応できま
す。各タスクリストは特定のワークフロー実行に固有です。または、ディサイダーは複数のワークフロー
実行の決定タスクを提供する 1 つの決定タスクリストをポーリングできます。また、すべてがそのワー
クフロー実行のタスクリストをポーリングすることによって、1 つのワークフロー実行に対応する複数の
ディサイダーを持つことができます。

アクティビティタスクリスト
1 つのアクティビティタスクリストに、異なるアクティビティタイプのタスクを含めることができます。
タスクはタスクリストに順番にスケジュールされます。Amazon SWF はベストエフォートベースで、順
番にリストからタスクを返します。状況によっては、タスクが順番にリストから返されない場合がありま
す。

アクティビティタイプを登録する (RegisterActivityType アクション) ときに、そのアクティビティタイプ
のデフォルトのタスクリストを指定できます。デフォルトでは、このタイプのアクティビティタスクは
指定されたタスクリストでスケジュールされます。ただし、ディサイダーがアクティビティタスクをスケ
ジュールする (ScheduleActivityTask 決定) ときに、ディサイダーはオプションでタスクをスケジュールす
る別のタスクリストを指定できます。ディサイダーがタスクリストを指定しない場合は、デフォルトのタ
スクリストが使用されます。その結果、タスクの属性に従って特定のタスクリストにアクティビティタス
クを配置できます。たとえば、特定のタスクリストに、特定のクレジットカードタイプのアクティビティ
タスクのすべてのインスタンスを配置できます。

タスクのルーティング
アクティビティワーカーが新しいタスクをポーリングする (PollForActivityTask アクション) ときに、使用
するアクティビティタスクリストを指定できます。その場合、アクティビティワーカーは、そのリストか
らのみタスクを受け取ります。このようにして、特定のタスクを特定のアクティビティワーカーにのみ割
り当てることができます。たとえば、高性能なコンピュータの使用を必要とするタスクを保持するタスク
リストを作成するとします。適切なハードウェアで実行しているアクティビティワーカーのみが、そのタ
スクリストをポーリングします。別の例として、特定の地域的リージョンのタスクリストを作成するとし
ます。その場合、そのリージョンにデプロイされたワーカーのみが、それらのタスクを選択するようにで
きます。または、優先順位が高い注文のタスクリストを作成し、常に最初にそのリストを確認するように
できます。

この方法で特定のアクティビティワーカーに特定のタスクを割り当てることを、タスクのルーティングと
呼びます。タスクのルーティングはオプションです。アクティビティタスクをスケジュールするときにタ
スクリストを指定しない場合、タスクはデフォルトのタスクリストに自動的に配置されます。

Amazon SWF ワークフロー実行のクローズ
ワークフロー実行を開始すると、その実行が開かれます。開いているワークフロー実行を完了済み、キャ
ンセル済み、失敗、またはタイムアウトとしてクローズできます。新しい実行として続行するか、終了す
ることもできます。ワークフロー実行は、ディサイダー、ワークフローの管理者、または Amazon SWF 
によってクローズできます。

ワークフローのアクティビティが終了したとディサイダーが判断した場
合、RespondDecisionTaskCompleted アクションを使用し、CompleteWorkflowExecution 決定を
渡して、ワークフロー実行を完了済みとしてクローズする必要があります。
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または、ディサイダーがワークフロー実行をキャンセル済みまたは失敗としてクローズできます。実行
をキャンセルするには、ディサイダーは RespondDecisionTaskCompleted アクションを使用して
CancelWorkflowExecution 決定を渡す必要があります。

ディサイダーが通常の完了以外の状態になった場合、ワークフロー実行は失敗する必要があります。実
行が失敗するためには、ディサイダーは RespondDecisionTaskCompleted アクションを使用して
FailWorkflowExecution 決定を渡す必要があります。

Amazon SWF はワークフロー実行をモニタリングし、ユーザーが指定したタイムアウト設定を超えないよ
うにします。ワークフロー実行時間がタイムアウトすると、Amazon SWF は自動的にそれをクローズしま
す。このタイムアウト値の詳細については、「Amazon SWF タイムアウトの種類  (p. 168)」セクション
を参照してください。

また、ディサイダーは、実行をクローズし、RespondDecisionTaskCompleted アクションを使用して
ContinueAsNewWorkflowExecution 決定を渡すことにより、新しい実行として論理的に続行すること
もできます。これは、時間の経過とともに履歴が大きくなりすぎる場合がある、長時間実行されるワーク
フロー実行には有効な戦略です。

最後に、Amazon SWF コンソールから、または TerminateWorkflowExecution API を使用してプロ
グラムで、ワークフロー実行を直接終了できます。終了により、ワークフロー実行が強制クローズされま
す。ディサイダーはワークフロー実行のクローズを管理できるため、終了よりもキャンセルが推奨されま
す。

Amazon SWF は、実行が特定のサービス定義の制限を超えた場合、ワークフローの実行を終了しま
す。Amazon SWF は、親ワークフローが終了し、該当する子ポリシーで子ワークフローも終了する必要が
あることが示されている場合、子ワークフローを終了します。

Amazon SWF ワークフロー実行のライフサイクル
Amazon SWF は、ワークフロー実行の開始から完了まで適切なタスク (アクティビティタスクまたは決定
タスク) を割り当てて、アクターとやり取りします。

次の図は、機能するコンポーネントの観点から、注文処理ワークフロー実行のライフサイクルを示してい
ます。

ワークフロー実行のライフサイクル
次の表では、前述のイメージの各タスクについて説明します。

説明 アクション、決定、またはイベント

1. ワークフロースター
ターは適切な Amazon 
SWF アクションを呼び
出して、注文のワーク
フロー実行を開始し、
注文情報を提供しま
す。

StartWorkflowExecution アクション
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ワークフロー実行のライフサイクル

説明 アクション、決定、またはイベント

2. Amazon SWF はワー
クフロー実行リクエス
トを受信し、最初の決
定タスクをスケジュー
ルします。

WorkflowExecutionStarted イベントと DecisionTaskScheduled イ
ベント。

3. ディサイダーは 
Amazon SWF からタ
スクを受け取り、履歴
を確認し、調整ロジッ
クを適用して、以前に
アクティビティが発生
していないことを確認
します。また、タスク
を処理するためにアク
ティビティワーカーが
必要とする情報で [注文
の確認] アクティビティ
をスケジュールする決
定を行い、その決定を 
Amazon SWF に返しま
す。

PollForDecisionTask アクション。RespondDecisionTaskCompleted
アクションと ScheduleActivityTask 決定。

4. Amazon SWF は決
定を受け取り、[注文の
確認] アクティビティ
タスクをスケジュール
し、アクティビティタ
スクが完了するかタイ
ムアウトするのを待ち
ます。

ActivityTaskScheduled イベント

5. [注文の確認] アクティ
ビティを実行できるア
クティビティワーカー
は、タスクを受け取
り、実行して、結果を 
Amazon SWF に返しま
す。

PollForActivityTask アクションおよび
RespondActivityTaskCompleted アクション。

6. Amazon SWF は [注
文の確認] アクティビ
ティの結果を受け取
り、ワークフロー履歴
に追加して、決定タス
クをスケジュールしま
す。

ActivityTaskCompleted イベントと DecisionTaskScheduled イベン
ト。
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ワークフロー実行のライフサイクル

説明 アクション、決定、またはイベント

7. ディサイダーは 
Amazon SWF からタ
スクを受け取り、履歴
を確認し、調整ロジッ
クを適用します。ま
た、ChargeCreditCard 
アクティビティタス
クを処理するためにア
クティビティワーカー
が必要とする情報でそ
のアクティビティをス
ケジュールする決定を
行い、結果を Amazon 
SWF に返します。

PollForDecisionTask アクション。RespondDecisionTaskCompleted
アクションと ScheduleActivityTask 決定。

8. Amazon SWF 
は決定を受け取
り、ChargeCreditCard 
アクティビティタスク
をスケジュールし、そ
のタスクが完了するか
タイムアウトするのを
待ちます。

DecisionTaskCompleted イベントと ActivityTaskScheduled イベン
ト。

9. ChargeCreditCard 
アクティビティを実行
できるアクティビティ
ワーカーは、タスクを
受け取り、実行して、
結果を Amazon SWF に
返します。

PollForActivityTask アクションと RespondActivityTaskCompleted
アクション。

10. Amazon SWF は 
ChargeCreditCard ア
クティビティタスクの
結果を受け取り、ワー
クフロー履歴に追加し
て、決定タスクをスケ
ジュールします。

ActivityTaskCompleted イベントと DecisionTaskScheduled イベン
ト。

11. ディサイダーは 
Amazon SWF からタ
スクを受け取り、履
歴を確認し、調整ロ
ジックを適用します。
また、ShipOrder アク
ティビティタスクを
実行するためにアク
ティビティワーカー
が必要とする情報でそ
のアクティビティをス
ケジュールする決定を
行い、結果を Amazon 
SWF に返します。

PollForDecisionTask アクション RespondDecisionTaskCompleted
と ScheduleActivityTask 決定。
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Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド
ワークフロー実行のライフサイクル

説明 アクション、決定、またはイベント

12. Amazon SWF 
は決定を受け取
り、ShipOrder アクティ
ビティタスクをスケ
ジュールし、そのタス
クが完了するかタイム
アウトするのを待ちま
す。

DecisionTaskCompleted イベントと ActivityTaskScheduled イベン
ト。

13. ShipOrder アクティ
ビティを実行できるア
クティビティワーカー
は、タスクを受け取
り、実行して、結果を 
Amazon SWF に返しま
す。

PollForActivityTask アクションおよび
RespondActivityTaskCompleted アクション。

14. Amazon SWF は 
ShipOrder アクティビ
ティタスクの結果を受
け取り、ワークフロー
履歴に追加して、決定
タスクをスケジュール
します。

ActivityTaskCompleted イベントと DecisionTaskScheduled イベン
ト。

15. ディサイダーは 
Amazon SWF からタ
スクを受け取り、履歴
を確認し、調整ロジッ
クを適用します。ま
た、RecordCompletion 
アクティビティタス
クを実行するためにア
クティビティワーカー
が必要とする情報でそ
のアクティビティをス
ケジュールする決定を
行い、結果を Amazon 
SWF に返します。

PollForDecisionTask アクション。RespondDecisionTaskCompleted
アクションと ScheduleActivityTask 決定。

16. Amazon SWF 
は決定を受け取
り、RecordCompletion 
アクティビティタスク
をスケジュールし、そ
のタスクが完了するか
タイムアウトするのを
待ちます。

DecisionTaskCompleted イベントと ActivityTaskScheduled イベン
ト。

17. RecordCompletion 
アクティビティを実行
できるアクティビティ
ワーカーは、タスクを
受け取り、実行して、
結果を Amazon SWF に
返します。

PollForActivityTask アクションおよび
RespondActivityTaskCompleted アクション。
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タスクのポーリング 

説明 アクション、決定、またはイベント

18. Amazon SWF は 
RecordCompletion ア
クティビティタスクの
結果を受け取り、ワー
クフロー履歴に追加し
て、決定タスクをスケ
ジュールします。

ActivityTaskCompleted イベントと DecisionTaskScheduled イベン
ト。

19. ディサイダーが 
Amazon SWF からタス
クを受け取り、履歴を
確認し、調整ロジック
を適用します。次に、
ワークフロー実行をク
ローズする決定を行
い、結果とともに決定
を Amazon SWF に返し
ます。

PollForDecisionTask アクション。RespondDecisionTaskCompleted
アクションと CompleteWorkflowExecution 決定。

20. Amazon SWF は
ワークフロー実行を
クローズし、今後のリ
ファレンス用に履歴を
アーカイブします。

WorkflowExecutionCompleted イベント。

Amazon SWF でのタスクのポーリング
ディサイダーとアクティビティワーカーは、ロングポーリングを使用して Amazon SWF と通信します。
ディサイダーやアクティブワーカーは、Amazon SWF と定期的に通信してタスクを引き受けられることを 
Amazon SWF に知らせ、タスクの取得元のタスクリストを指定します。

指定したタスクリストのタスクが利用可能な場合は、直ちに Amazon SWF からレスポンスで返されま
す。利用可能なタスクがない場合は、Amazon SWF が TCP 接続を最大 60 秒間保持し、その時間内にタ
スクが利用可能になった場合は同じ接続中に返すことができます。60 秒以内にタスクが利用可能にならな
かった場合は、空のレスポンスが返され、接続をクローズします (空のレスポンスは、taskToken が空の文
字列になっているタスク構造です)。これが発生した場合、ディサイダーやアクティビティワーカーは再度
ポーリングを行う必要があります。

ロングポーリングは、大量のタスク処理に適しています。ディサイダーやアクティビティワーカーは独自
にキャパシティーを管理できます。キャパシティーは、ディサイダーとアクティビティワーカーがファイ
アウォール内にある場合に簡単に使用できます。

詳細については、「決定タスクのポーリング (p. 152)」および「アクティビティタスクのポーリン
グ (p. 148)」を参照してください。

Amazon SWF の高度な概念
「Amazon SWF の仕組み (p. 53)」セクションの e コマースの例は、簡略化されたワークフローシナ
リオを表しています。実際には、ワークフロー実行の一部として、ワークフローで同時タスクを実行する 
(クレジットカードの認証中に注文確認メールを送信する)、主要なイベントを記録する (すべての品目を
まとめる)、注文を変更で更新する (品目を追加または削除する)、その他の高度な決定を行う可能性があり
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バージョニング

ます。このセクションでは、堅牢で洗練されたワークフローを構築するために使用できる高度なワークフ
ロー機能について説明します。

トピック
• バージョニング (p. 69)
• シグナル (p. 69)
• 子ワークフロー (p. 71)
• マーカー (p. 72)
• [Tags] (タグ) (p. 72)
• Amazon Simple Workflow Service を使用した排他的な選択の実装 (p. 75)
• Amazon Simple Workflow Service Timers (p. 77)
• Amazon Simple Workflow Service アクティビティタスクのキャンセル (p. 77)

バージョニング
ビジネスニーズにより、同じワークフローやアクティビティの異なる実装やバリエーションを同時に実行
する必要がある場合が多くあります。たとえば、別の実装が実稼働中に、ワークフローの新しい実装をテ
ストできるようにしたい場合があります。また、基本実装とプレミアム実装など、2 つの異なる機能セッ
トを持つ 2 つの異なる実装を運用したい場合があります。バージョニングにより、要件を満たすあらゆる
目的のために、ワークフローとアクティビティの複数の実装を同時に実行することができます。

ワークフローおよびアクティビティタイプには、登録時に指定されたバージョンがそれらに関連付けられ
ています。バージョンは自由形式の文字列で、独自のバージョンスキームを選択できます。登録されてい
るタイプの新しいバージョンを作成するには、同じ名前と異なるバージョンで登録する必要があります。
前に説明した Amazon SWF タスクリスト (p. 62) は、バージョニングの実装にさらに役立ちます。既に
特定のタイプの長時間実行中のワークフロー実行が進行中で、新機能を追加するなどワークフローの変更
が必要な状況を考えてみます。アクティビティタイプとワーカーの新しいバージョンと、新しいディサイ
ダーを作成して、新機能を実装できます。次に、別のセットのタスクリストを使用して、新しいワークフ
ローバージョンの実行を開始できます。このようにして、相互に影響を与えることなく、異なるバージョ
ンのワークフローを同時に実行することができます。

シグナル
シグナルにより、実行中のワークフロー実行に情報を挿入できます。シナリオによっては、実行中のワー
クフロー実行に情報を追加して、何かが変わったことを知らせたり、外部イベントについて通知したりす
る場合があります。任意のプロセスで、オープン状態のワークフロー実行にシグナルを送信できます。た
とえば、1 つのワークフロー実行で他のワークフロー実行にシグナルを送信できます。

Note

オープン状態ではないワークフロー実行にシグナルを送信しようとする
と、SignalWorkflowExecution は UnknownResourceFault で失敗します。

シグナルを使用するには、シグナルに渡すシグナル名とデータを定義します (ある場合)。次に、履歴
内のシグナルイベント (WorkflowExecutionSignaled) を認識して適切に処理するようにディサイダーを
プログラムします。プロセスがワークフローの実行を処理する場合、ターゲットとなるワークフロー
実行の識別子である、シグナル名、およびシグナルデータを指定する Amazon SWF を呼び出します 
(SignalWorkflowExecutionアクションを使用するか、SignalExternalWorkflowExecutionディサイダーの場
合はディサイダーの場合はディサイダーの場合はディサイダーの場合はディサイダーの場合はディサイ
ダーの場合はディサイダーの場合はディサイダーの場合はディサイダーの場合はディサイダーの場合は
ディサイダーの場合はディサイダーの場合はディサイダーの場合はディサイダーの場合はディサイダー
の場合はディサイダーの場合はディサイダーの場合はディサイダーの場合は Decition を使用します)。次
に、Amazon SWF はシグナルを受信し、ターゲットワークフロー実行の履歴に記録し、そのシグナルに対
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シグナル

する決定タスクをスケジュールします。ディサイダーが決定タスクを受け取るときに、ワークフロー実行
履歴内でシグナルも受け取ります。次に、ディサイダーは、シグナルとそのデータに基づいて適切なアク
ションを実行します。

場合によっては、シグナルを待機することがあります。例えば、ユーザーはシグナルを送信して注文を
キャンセルできますが、これが可能であるのは注文後 1 時間以内に限られています。Amazon SWF には、
ディサイダーがサービスからのシグナルを待つことを可能にするプリミティブはありません。一時停止の
機能は、ディサイダー自体で実装する必要があります。ディサイダーは、一時停止するには StartTimer
決定を使用してタイマーを開始します。それにより、決定タスクのポーリングを継続するためにディサイ
ダーがシグナルを待機する期間が指定されます。ディサイダーが決定タスクを受信した場合、履歴でシ
グナルが受信されたかどうか、およびタイマーが起動したかどうか確認する必要があります。シグナルが
受信された場合、ディサイダーはタイマーをキャンセルします。ただし、代わりにタイマーが起動した場
合、指定した時間内にシグナルが到着しなかったことを意味します。まとめると、特定のシグナルを待機
するには、次の操作を行います。

1. ディサイダーが待機する期間のタイマーを作成します。
2. 決定タスクを受け取ったら、履歴で、シグナルが到着したかどうか、およびタイマーが起動したか確認

します。
3. シグナルが到着した場合は、CancelTimer 決定を使用してタイマーをキャンセルし、シグナルを処理

します。タイミングに応じて、履歴には TimerFired および WorkflowExecutionSignaled の両方
のイベントが含まれる場合があります。このような場合、履歴でのイベントの相対的な順序により、最
初に発生したイベントを判断できます。

4. シグナルを受信する前にタイマーが起動した場合、ディサイダーはシグナルの待機をタイムアウトしま
した。実行を失敗するか、ユースケースに適している他のロジックを実行できます。

ワークフローをキャンセルするケース (注文自体が顧客によってキャンセルされたなど) では、ワークフ
ローにシグナルを送信するのではなく、RequestCancelWorkflowExecution アクションを使用しま
す。

シグナルの一部のアプリケーションには、以下が含まれます。

• シグナルが受信されるまで (たとえば、インベントリの出荷まで) ワークフロー実行を一時停止する。
• ディサイダーによる決定のロジックに影響する情報をワークフロー実行に提供する。これは、外部イベ

ントによって影響を受けるワークフロー (マーケットの終了後に株式売却の完了を試みるなど) に有用で
す。

• 変更の発生が予期される場合に、ワークフロー実行を更新する (注文後、出荷前に注文数量が変更され
るなど)。

次の例では、ワークフロー実行に注文をキャンセルするシグナルが送信されます。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
SignalWorkflowExecution
{"domain": "867530901", 
 "workflowId": "20110927-T-1", 
 "runId": "f5ebbac6-941c-4342-ad69-dfd2f8be6689", 
 "signalName": "CancelOrder", 
 "input": "order 3553"}

ワークフロー実行がシグナルを受信した場合、Amazon SWF は次のような正常な HTTP レスポンスを返し
ます。Amazon SWF はシグナルの処理をディサイダーに通知する決定タスクを生成します。

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: bf78ae15-3f0c-11e1-9914-a356b6ea8bdf
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子ワークフロー

子ワークフロー
複雑なワークフローは、子ワークフローを使用して、より小さく管理しやすい、再利用できる可能性
のあるコンポーネントに分割できます。子ワークフローは、別の (親) ワークフロー実行により開始
されるワークフロー実行です。子ワークフローを開始するには、親ワークフローのディサイダーが
StartChildWorkflowExecution の決定を使用します。この決定で指定された入力データは、履歴を通
じて子ワークフローが使用できます。

StartChildWorkflowExecution 決定の属性では、子ポリシー も指定します。つまり、子ワークフ
ロー実行より前に親ワークフロー実行が終了する状況を Amazon SWF がどのように処理するかを指定し
ます。次の 3 つの可能な値があります。

• TERMINATE: Amazon SWF は子実行を終了します。
• REQUEST_CANCEL: Amazon SWF は子ワークフロー実行履歴に
WorkflowExecutionCancelRequested イベントを配置して、子実行のキャンセルを試みます。

• ABANDON: Amazon SWF はアクションを実行しません。子実行は実行を続行します。

子ワークフロー実行が開始されると、通常の実行のように動作します。この処理が完了すると、Amazon 
SWF は親ワークフロー実行のワークフロー履歴で、結果と併せて完了を記録します。子ワークフローの例
には次のようなものがあります。

• 別のウェブサイトでワークフローによって使用されるクレジットカード処理の子ワークフロー
• 顧客の E メールアドレス、オプトアウトリスト、E メールの送信、E メールがバウンスまたは失敗しな

かったことの確認を行う、E メールの子ワークフロー。
• 接続、セットアップ、トランザクション、および検証を組み合わせるデータベースストレージおよび取

得の子ワークフロー。
• 構築、パッケージ化、および検証を組み合わせるソースコードのコンパイルの子ワークフロー。

e コマースの例では、クレジットカードへの課金アクティビティを子ワークフローにする場合がありま
す。これを行うには、新しい [顧客の確認] ワークフローを登録し、[顧客住所の確認] および [不正 DB の確
認] アクティビティを登録して、タスクの調整ロジックを定義できます。次に、[顧客の注文] ワークフロー
のディサイダーは、このワークフロータイプを指定する StartChildWorkflowExecution 決定をスケ
ジュールして、[顧客の確認] 子ワークフローを開始できます。

次の図は、新しい [顧客の確認] 子ワークフローを含む顧客の注文ワークフローを示しています。このワー
クフローでは顧客の住所および不正データベースについて確認し、クレジットカードに課金します。

複数のワークフローが、同じワークフロータイプを使用して子ワークフロー実行を作成できます。たとえ
ば、[顧客の確認] 子ワークフローは、組織の他の部分でも使用できます。子ワークフローのイベントは独
自のワークフロー履歴に含まれ、親のワークフロー履歴には含まれません。
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子ワークフローはディサイダーによって開始されるワークフロー実行であるため、通常のスタンドアロン
ワークフロー実行として開始することもできます。

マーカー
ユースケースに固有のワークフロー実行のワークフロー履歴に情報を記録したい場合があります。マー
カーにより、カスタムまたはシナリオ固有の目的に使用できる情報を、ワークフロー実行履歴に記録でき
ます。

マーカーを使用するには、 RecordMarker ディサイダーは決定を使用し、マーカーに名前を付け、希望の
データを決定に添付し、RespondDecisionTaskCompletedアクションを使用して Amazon SWF に通知
します。Amazon SWF はリクエストを受信し、ワークフロー履歴にマーカーを記録して、リクエストのそ
の他の決定を有効にします。この時点から、ディサイダーはワークフロー履歴でマーカーを表示し、プロ
グラムする任意の方法でそれを使用できます。

マーカーを記録しても、それだけでは決定タスクは開始されません。ワークフロー実行が止まらないよ
うにするため、ワークフロー実行を続行する何かが発生する必要があります。たとえば、ディサイダー
が別のアクティビティタスクをスケジュールする、ワークフロー実行がシグナルを受信する、以前にスケ
ジュールされたアクティビティタスクが完了するなどです。

マーカーの例には次のようなものがあります。

• 再帰的なワークフローでループの数を数えるカウンタ。
• アクティビティの結果に基づく、ワークフロー実行の進行状況。
• 以前のワークフローイベントからまとめた情報。

e コマースの例として、インベントリを毎日確認し、毎回マーカーの数を増分するアクティビティを追加
する場合があります。次に、その数が 5 を超えた場合に、履歴全体を確認することなく顧客に E メールを
送信するか、上司に通知する決定ロジックを追加できます。

次の例では、ディサイダーが決定タスクを完了し、RecordMarker の決定を含む
RespondDecisionTaskCompleted アクションで応答します。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{ 
  "taskToken":"12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223", 
  "decisions":[{ 
          "decisionType":"RecordMarker", 
          "recordMarkerDecisionAttributes":{ 
              "markerName":"customer elected special shipping offer" 
          } 
      }, 
  ]
}

Amazon SWF がマーカーを正常に記録すると、次のような成功 HTTP レスポンスを返します。

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: 6c0373ce-074c-11e1-9083-8318c48dee96

[Tags] (タグ)
Amazon SWF では、ワークフロー実行のタグ付けをサポートしています。これはリソースが多数ある場
合に特に便利です。コスト配分タグを使用して AWS の請求書を整理し、自分のコスト構造を反映できま
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す。そのためには、サインアップして AWS アカウントの請求書にタグキーおよび値を含めます。詳細に
ついては、AWS Billing ユーザーガイドの月別コスト配分レポートの設定を参照してください。

Amazon SWF では、最大 5 つまでのタグ付けとワークフロー実行をサポートしています。各タグは自由
形式の文字列で、最大 256 文字を使用できます。タグを使用する場合は、ワークフロー実行を開始すると
きに割り当てる必要があります。開始後にワークフロー実行にタグを追加することはできません。また、
ワークフロー実行に割り当てられたタグを編集または削除することもできません。

IAM では、タグに基づく Amazon SWF ドメインへのアクセスの制御をサポートしています。タグに基づ
いてアクセスを制御するには、IAM ポリシーの条件要素でリソースタグに関する情報を指定します。

トピック
• Amazon SWF タグの管理 (p. 73)
• Amazon SWF ワークフロー実行のタグ付け (p. 73)
• IAM タグを使用して Amazon SWF ドメインへのアクセスを制御する (p. 74)

Amazon SWF タグの管理
を使用して Amazon Simple Workflow Service のタグを管理しますAWSSDK、または Amazon SWF API と
直接やり取りして。API を使用すると、ドメインの登録時にタグを追加する、既存のドメインでタグを一
覧表示する、および既存のドメインでタグを追加または削除することができます。

Note

リソースあたりのタグは 50 個に制限されています。「Amazon SWF の全般アカウントクォー
タ (p. 163)」を参照してください。

• RegisterDomain
• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource

詳細については、「」を参照してください。Amazon SWF API を使用する (p. 133), およびAmazon 
Simple Workflow Service API 参照。

Amazon SWF ワークフロー実行のタグ付け
Amazon SWF では、ワークフロー実行にタグを関連付け、後でそれらのタグに基づいてワークフロー実行
をクエリできます。タグ付けにより、可視性オペレーションを使用するときに、実行のリストをフィルタ
リングできます。実行に割り当てるタグを注意深く選択することで、それらを使用して意味のあるリスト
を提供できます。

たとえば、複数のフルフィルメントセンターを運営しているとします。適切なタグ付けにより、特定のフ
ルフィルメントセンターで発生するプロセスをリストできます。または、別の例として、顧客が異なる種
類のメディアファイルを変換する場合、タグ付けにより、ビデオ、オーディオ、およびイメージファイル
の変換に使用する処理の違いを表示できます。

StartWorkflowExecution アクション、StartChildWorkflowExecution 決
定、ContinueAsNewWorkflowExecution 決定を使用して実行を開始すると、最大 5 つのタグをワーク
フロー実行に関連付けることができます。タグ付けでは、可視性アクションを使用してワークフロー実行
を一覧表示またはカウントする際に結果をフィルタリングできます。

タグ付けを使用するには

1. タグ付け戦略を考案します。ビジネス要件について考え、適切なタグのリストを作成します。どの実
行がどのタグを取得するかを決定します。実行には最大 5 つのタグを割り当てることができますが、
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タグライブラリには任意の数のタグを含めることができます。各タグは 256 文字までの任意の文字列
値にすることができるため、タグにより、ほぼすべてのビジネスコンセプトを記述できます。

2. 作成時に最大 5 つのタグを使用して実行をタグ付けします。
3. 特定のタグでタグ付けされた実行をリストまたはカウントするには、tagFilterパラメータ

をListOpenWorkflowExecutions,ListClosedWorkflowExecutions,CountOpenWorkflowExecutions, 
およびCountClosedWorkflowExecutionsアクション。このアクションでは、指定されたタグに基
づいて実行をフィルタリングします。

タグをワークフロー実行に関連付けると、タグはその実行に永続的に関連付けられ、削除することはでき
ません。

ListWorkflowExecutions で tagFilter パラメータに指定できるタグは 1 つのみです。また、タグ
マッチングでは大文字と小文字が区別され、完全一致の結果のみが返されます。

次のように、タグ付けされた 2 つの実行を既に設定しているとします。

実行名 割り当てられたタグ

Execution-One Consumer, 2011-February

Execution-Two Wholesale, 2011-March

Consumer タグの ListOpenWorkflowExecutions によって返された実行のリストをフィルタリングで
きます。oldestDate および latestDate の値は Unix 時間の値として指定されます。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{ 
  "domain":"867530901", 
  "startTimeFilter":{ 
      "oldestDate":1262332800, 
      "latestDate":1325348400 
  }, 
  "tagFilter":{ 
    "tag":"Consumer" 
    }
}

IAM タグを使用して Amazon SWF ドメインへのアクセスを制御
する
IAM で Amazon SWF ドメインに関連付けられているタグを参照することで、Amazon シンプルワークフ
ローサービドメインへのアクセスを制御できます。たとえば、キー environment および値 production のタ
グを含む Amazon SWF ドメインへのアクセスを制限することができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "swf:*", 
            "Resource": "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/environment": "production"} 
            } 

API バージョン 2012-01-25
74

https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time


Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド
排他的な選択の実装 

        } 
    ]
}

このポリシーでは、environment/production としてタグ付けされているドメインへのアクセスを
Deny します。

詳細については、以下を参照してください。

• IAM タグを使用したアクセスの制御
• タグベースのポリシー (p. 106)

Amazon Simple Workflow Service を使用した排他的な
選択の実装
一部のシナリオでは、前のアクティビティの結果に基づいて、異なるアクティビティのセットをスケ
ジュールする場合があります。排他的な選択パターンにより、アプリケーションの複雑な条件を満たす柔
軟性の高いワークフローを作成することができます。

Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) には、特定の排他的な選択アクションはありません。排
他的な選択を使用するには、前のアクティビティの結果に基づいて異なる決定を行うためのディサイダー
ロジックに記述するだけです。排他的な選択のアプリケーションには、以下のような例があります。

• 前のアクティビティの結果が失敗の場合にクリーンアップアクティビティを実行する
• 顧客が基本プランを購入したかアドバンストプランを購入したかに基づいて、異なるアクティビティを

スケジュールする
• 顧客の注文履歴に基づいて異なる顧客認証アクティビティを実行する

e コマースの例では、クレジットカードの課金結果に基づいて注文品を発送するかキャンセルする排他的
な選択を使用できます。次の図では、クレジットカードに正しく課金された場合に、ディサイダーが [注文
品の発送と完了の記録] アクティビティタスクをスケジュールします。それ以外の場合、[注文のキャンセ
ルおよび顧客への E メール送信] アクティビティタスクをスケジュールします。

クレジットカードに正常に課金された場合、ディサイダーは ShipOrder アクティビティをスケジュール
します。それ以外の場合、ディサイダーは CancelOrder アクティビティをスケジュールします。

この場合、履歴を解釈し、クレジットカードが正常に課金されたかどうかを確認するようにディサイダー
をプログラムします。これを行うため、次のようなロジックがあるとします。

IF lastEvent = "WorkflowExecutionStarted" 
 addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "VerifyOrderActivity")

ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted" 
     AND ActivityType = "VerifyOrderActivity" 
 addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "ChargeCreditCardActivity")

#Successful Credit Card Charge Activities
ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted" 
      AND ActivityType = "ChargeCreditCardActivity" 
  addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "ShipOrderActivity")
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ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted" 
     AND ActivityType = "ShipOrderActivity" 
  addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "RecordOrderCompletionActivity")

ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted" 
     AND ActivityType = "RecordOrderCompletionActivity" 
 addToDecisions CompleteWorkflowExecution

#Unsuccessful Credit Card Charge Activities
ELSIF lastEvent = "ActivityTaskFailed" 
      AND ActivityType = "ChargeCreditCardActivity" 
  addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "CancelOrderActivity")

ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted" 
     AND ActivityType = "CancelOrderActivity" 
 addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "EmailCustomerActivity")

ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted" 
     AND ActivityType = "EmailCustomerActivity" 
 addToDecisions CompleteWorkflowExecution

ENDIF

クレジットカードに正常に課金された場合、ディサイダーは RespondDecisionTaskCompleted で応答
して ShipOrder アクティビティをスケジュールします。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{ 
  "taskToken": "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223", 
  "decisions":[ 
      { 
          "decisionType":"ScheduleActivityTask", 
          "scheduleActivityTaskDecisionAttributes":{ 
              "control":"OPTIONAL_DATA_FOR_DECIDER", 
              "activityType":{ 
                  "name":"ShipOrder", 
                  "version":"2.4" 
              }, 
              "activityId":"3e2e6e55-e7c4-fee-deed-aa815722b7be", 
              "scheduleToCloseTimeout":"3600", 
              "taskList":{ 
                  "name":"SHIPPING" 
              }, 
              "scheduleToStartTimeout":"600", 
              "startToCloseTimeout":"3600", 
              "heartbeatTimeout":"300", 
              "input": "123 Main Street, Anytown, United States" 
          } 
      } 
  ]
}

クレジットカードに正常に課金されなかった場合、ディサイダーは RespondDecisionTaskCompleted
で応答して CancelOrder アクティビティをスケジュールします。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{ 
  "taskToken": "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223", 
  "decisions":[ 
      { 
          "decisionType":"ScheduleActivityTask", 
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          "scheduleActivityTaskDecisionAttributes":{ 
              "control":"OPTIONAL_DATA_FOR_DECIDER", 
              "activityType":{ 
                  "name":"CancelOrder", 
                  "version":"2.4" 
              }, 
              "activityId":"3e2e6e55-e7c4-fee-deed-aa815722b7be", 
              "scheduleToCloseTimeout":"3600", 
              "taskList":{ 
                  "name":"CANCELLATIONS" 
              }, 
              "scheduleToStartTimeout":"600", 
              "startToCloseTimeout":"3600", 
              "heartbeatTimeout":"300", 
              "input": "Out of Stock" 
          } 
      } 
  ]
}

での Amazon SWF でのデータの検証が可能である場合RespondDecisionTaskCompletedアクショ
ン、Amazon SWF は次のような正常な HTTP レスポンスを返します。

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 11
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: 93cec6f7-0747-11e1-b533-79b402604df1

Amazon Simple Workflow Service Timers
タイマーにより、特定の時間が経過したときにディサイダーに通知できます。ディサイダーには、決定タ
スクに応答するときに StartTimer 決定で応答するオプションがあります。この決定では、タイマーが
起動するまでの時間を指定します。指定した時間が経過すると、Amazon SWF はTimerFiredイベント
をワークフロー実行履歴に実行し、決定タスクをスケジュールします。次に、ディサイダーはこの情報を
使用して、さらに決定を通知できます。タイマーの 1 つの一般的なアプリケーションとして、アクティビ
ティタスクの実行を遅延します。たとえば、顧客が品目の遅延配送を希望する場合があります。

Amazon Simple Workflow Service アクティビティタス
クのキャンセル
アクティビティタスクをキャンセルすると、ディサイダーはそれ以上実行する必要のないアクティビティ
を終了できます。Amazon SWF は協調的なキャンセルメカニズムを使用し、実行中のアクティビティタス
クを強制的に中断しません。キャンセルのリクエストを処理するようにアクティビティワーカーをプログ
ラムする必要があります。

ディサイダーは、決定タスクを処理中にアクティビティタスクをキャンセルする決定ができます。アク
ティビティタスクをキャンセルするには、ディサイダーは RespondDecisionTaskCompleted アクショ
ンを RequestCancelActivityTask 決定とともに使用します。

アクティビティワーカーによってアクティビティタスクがまだ取得されていない場合、サービスはタスク
をキャンセルします。アクティビティワーカーがいつでもタスクを取得できる競合状態が発生する可能性
があることに注意してください。タスクがアクティビティワーカーに関連付けられている場合、アクティ
ビティワーカーにはタスクのキャンセルがリクエストされます。

この例では、注文をキャンセルするためにワークフロー実行にシグナルが送信されます。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
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SignalWorkflowExecution
{"domain": "867530901", 
 "workflowId": "20110927-T-1", 
 "runId": "9ba33198-4b18-4792-9c15-7181fb3a8852", 
 "signalName": "CancelOrder", 
 "input": "order 3553"}

ワークフロー実行がシグナルを受信した場合、Amazon SWF は次のような正常な HTTP レスポンスを返し
ます。Amazon SWF はシグナルの処理をディサイダーに通知する決定タスクを生成します。

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: 6c0373ce-074c-11e1-9083-8318c48dee96

ディサイダーが決定タスクを処理し、履歴のシグナルを確認すると、ディサイダーは
ShipOrderActivity0001 アクティビティ ID がある未処理のアクティビティのキャンセルを試みます。
アクティビティタスクのスケジュールイベントから、ワークフロー履歴でアクティビティ ID が提供されま
す。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{ 
  "taskToken":"12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223", 
  "decisions":[{ 
          "decisionType":"RequestCancelActivityTask", 
          "RequestCancelActivityTaskDecisionAttributes":{ 
              "ActivityID":"ShipOrderActivity0001" 
          } 
      } 
  ]
}

Amazon SWF がキャンセルリクエストを正常に受け取ると、次のような成功 HTTP レスポンスを返しま
す。

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: 6c0373ce-074c-11e1-9083-8318c48dee96

キャンセルの試行は ActivityTaskCancelRequested イベントとして履歴に記録されます。

タスクが正常にキャンセルされた場合（ActivityTaskCanceledイベント-ワークフロー実行のクローズ
など、タスクのキャンセルに続く適切なステップを実行するようにディサイダーをプログラムします。

タスクがキャンセルされずに完了、失敗、タイムアウトするなど、アクティビティタスクをキャンセル
できなかった場合、ディサイダーはアクティビティの結果を受け入れるか、ユースケースで必要となるク
リーンアップまたは軽減を実行する必要があります。

アクティビティタスクがアクティビティワーカーによって取得された場合、キャンセルのリクエストは、
タスクのハートビートメカニズムを通して送信されます。アクティビティワーカーは定期的に使用でき
るRecordActivityTaskHeartbeatを使用して、タスクがまだ進行中であることをを Amazon SWF に
報告します。

アクティビティワーカーにハートビートは必要ありませんが、長時間実行されるタスクには推奨されま
す。タスクのキャンセルでは、定期的なハートビートを記録する必要があり、ワーカーがハートビートし
ない場合、タスクはキャンセルできません。
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ディサイダーがタスクのキャンセルをリクエストした場合、Amazon SWF はcancelRequestを true に設
定します。cancelRequest オブジェクトは、RecordActivityTaskHeartbeat に応じてサービスに
よって返される ActivityTaskStatus オブジェクトの一部です。

Amazon SWF では、キャンセルがリクエストされたアクティビティタスクが正常に完了できなくなるこ
とはありません。キャンセルリクエストを処理する方法は、アクティビティによって決まります。要件に
応じて、アクティビティタスクをキャンセルするか、キャンセルリクエストを無視するようにアクティビ
ティワーカーをプログラムします。

アクティビティワーカーで、アクティビティタスクのワークがキャンセルされたことを示すに
は、RespondActivityTaskCanceled で応答するようにプログラムします。アクティビティワーカーで
タスクを完了する場合は、標準の RespondActivityTaskCompleted で応答するようにプログラムしま
す。

Amazon SWF がRespondActivityTaskCompletedまたはRespondActivityTaskCanceledリクエス
トすると、ワークフロー実行履歴を更新し、ディサイダーに通知するように決定タスクをスケジュールし
ます。

決定タスクを処理し、追加の決定を返すようにディサイダーをプログラムします。アクティビティタスク
が正常にキャンセルされた場合、続行するために必要なタスクを実行するか、ワークフロー実行をクロー
ズするようにディサイダーをプログラムします。アクティビティタスクが正常にキャンセルされない場合
は、結果を受け入れる、結果を無視する、または必要なクリーンアップをスケジュールするようにディサ
イダーをプログラムします。
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Amazon Simple Workflow Service の
セキュリティ

このセクションでは、Amazon Simple Workflow Service のセキュリティと認証について説明します。

トピック
• Amazon Simple Workflow Service におけるデータ保護 (p. 80)
• Amazon Simple Workflow Service での Identity and Access Management (p. 81)
• Amazon Simple Workflow Service でのログ記録とモニタリング (p. 109)
• Amazon Simple Workflow Service のコンプライアンス検証 (p. 130)
• Amazon Simple Workflow Service の耐障害性 (p. 130)
• Amazon Simple Workflow Service でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 131)
• Amazon Simple Workflow Service での設定と脆弱性の分析 (p. 131)

Amazon SWF は IAM を使用して、他の AWS サービスとリソースへのアクセスを制御します。IAM 
のしくみの概要については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) の「Overview of Access 
Management」(アクセス管理の概要) を参照してください。セキュリティ認証情報の概要については、
『』の「AWS セキュリティ認証情報Amazon Web Services 全般のリファレンス」を参照してください。

Amazon Simple Workflow Service におけるデータ
保護

AWS 責任共有モデルは、Amazon Simple Workflow Service のデータ保護に適用されます。このモデルで
説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する
管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成
と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質
問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された
「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が必要です。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
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• 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 E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、、またはAWS SDK で Amazon 
SWF またはその他のAWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS CLI名前に使用する自由記述の
テキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サー
バーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含め
ないことを強くお勧めします。

Amazon Simple Workflow Service での暗号化
保管中の暗号化

Amazon SWF は、保管中のデータを常に暗号化します。Amazon Simple Workflow Service のデータは、
透過的なサーバー側の暗号化を使用して保存時に暗号化されます。これは、機密データの保護における
負担と複雑な作業を減らすのに役立ちます。保管時に暗号化することで、セキュリティを重視したアプリ
ケーションを構築して、暗号化のコンプライアンスと規制の要件を満たすことができます。

転送中の暗号化
Amazon SWF とその他のサービス間を通過するすべてのデータは、Transport layer Security (TLS) を使用
して暗号化されています。

Amazon Simple Workflow Service での Identity and 
Access Management

Amazon SWF へのアクセスにはAWS、によってリクエストの認証に使用される認証情報が必要です。こ
れらの認証情報には、他のAWSリソースからのイベントデータの取得などのAWSリソースへのアクセス権
限が必要です。次のセクションでは、AWS Identity and Access Management(IAM) と Amazon SWF を使
用して、リソースにアクセスできるユーザーを制御することで、リソースをセキュリティで保護する方法
について詳しく説明します。

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
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 Amazon SWF リ
ソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる 
AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 82)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 82)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 85)
• アクセスコントロール (p. 86)
• Amazon SWF のポリシーアクション (p. 87)
• Amazon SWF のポリシーリソース (p. 87)
• Amazon SWF のポリシー条件キー (p. 88)
• Amazon SWF の ACL (p. 88)
• Amazon SWF での ABAC (p. 89)
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• Amazon SWF での一時的な認証情報の使用 (p. 89)
• Amazon SWF のクロスサービスプリンシパル許可 (p. 89)
• Amazon SWF のサービスロール (p. 90)
• Amazon SWF のサービスにリンクされたされたされたされたされたされたされたされたされたされた

された (p. 90)
• Amazon SWF のアイデンティティベースのポリシー (p. 90)
• Amazon SWF 内のリソースベースのポリシー (p. 91)
• Amazon Simple Workflow Service で IAM を使用する方法 (p. 91)
• Amazon Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 92)
• 基本的な原則 (p. 94)
• Amazon SWF IAM ポリシー (p. 95)
• API の要約 (p. 100)
• タグベースのポリシー (p. 106)
• Amazon SWF 用の VPC エンドポイント (p. 106)
• Amazon Simple Workflow Service のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 108)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の使用方法は、Amazon SWF で行う作業に応じて異なりま
す。

サービスユーザー — ジョブを実行するために Amazon SWF サービスを使用する場合は、管理者から必
要なアクセス許可と認証情報が与えられます。業務のために使用する Amazon SWF 機能が増えるにつれ
て、追加の許可が必要になる可能性があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適切な
許可をリクエストするうえで役立ちます。Amazon SWF の機能にアクセスできない場合は、「」を参照
してくださいAmazon Simple Workflow Service のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティン
グ (p. 108)。

サービス管理者 — 社内の Amazon SWF リソースを担当している場合は、通常、Amazon SWF へのフ
ルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの Amazon SWF 機能やリソースにアクセスするかを
決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許
可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。会
社で Amazon SWF と IAM を併用する方法の詳細については、「」を参照してくださいAmazon Simple 
Workflow Service で IAM を使用する方法 (p. 91)。

IAM 管理者 — 管理者は、Amazon SWF へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認
する場合があります。IAM で使用できる Amazon SWF アイデンティティベースのポリシーの例を表示す
るには、「」を参照してくださいAmazon Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシー
例 (p. 92)。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。
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ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
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多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。個
別のアクションが、追加の依存アクションをポリシー内に必要とするかどうかを確認するには、サー
ビス認証リファレンスの「Amazon Simple Workflow Service のアクション、リソース、および条件
キー」を参照してください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
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によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
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シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

アクセスコントロール
リクエストを認証するために有効な認証情報を持つことができますが、アクセス許可を持っていなければ 
Amazon SWF リソースを作成またはアクセスすることはできません。例えば、Amazon SWFルールに関
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連付けられた AWS Lambda、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)、および Amazon Simple 
Queue Service (Amazon SQS) ターゲットを呼び出すためのアクセス許可が必要です。

以下のセクションでは、Amazon SWF のアクセス許可を管理する方法について説明します。最初に概要の
セクションを読むことをお勧めします。

• 基本的な原則 (p. 94)
• Amazon SWF IAM ポリシー (p. 95)
• Amazon SWF ポリシーの例 (p. 96)

Amazon SWF のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

Amazon SWF アクションのリストについては、『サービス認証リファレンス』の「Amazon Simple 
Workflow Service によって定義されるリソース」を参照してください。

Amazon SWF のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

swf

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "swf:action1", 
      "swf:action2" 
         ]

Amazon SWF アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon 
Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 92)。

Amazon SWF のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
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Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

Amazon SWF リソースタイプとその ARN のリストについては、『サービス認証リファレンス』の
「Amazon Simple Workflow Service によって定義されるアクション」を参照してください。どのアクショ
ンで各リソースの ARN を指定できるかについては、Amazon Simple Workflow Service で定義されるリ
ソースについては、「Amazon Simple Workflow Service で定義されるリソース」を参照してください。

Amazon SWF アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon 
Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 92)。

Amazon SWF のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

Amazon SWF の条件キーのリストを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon Simple 
Workflow Service の条件キー」を参照してください。条件キーを使用できるかについては、Amazon 
Simple Workflow Service で定義されるアクションとリソースについては、「Amazon Simple Workflow 
Service で定義されるリソース」を参照してください。

Amazon SWF アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon 
Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 92)。

Amazon SWF の ACL

ACL のサポート いいえ
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アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Amazon SWF での ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Amazon SWF での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

Amazon SWF のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい
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IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。個別のアクションが、追加の依存アクションをポリ
シー内に必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon Simple Workflow 
Service のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

Amazon SWF のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスローの許可を変更すると、Amazon SWF の機能が破損する可能性があります。Amazon 
SWF が指示する場合以外は、サービスローを編集しないでください。

Amazon SWF のサービスにリンクされたされたされ
たされたされたされたされたされたされたされたされ
た

サービスリンクロールのサポート いいえ

サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされているサービスロールの一種です。サービスは、
ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされた
ロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリン
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Amazon SWF のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
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に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

Amazon SWF のアイデンティティベースのポリシー例
Amazon SWF アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon 
Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 92)。

Amazon SWF 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

Amazon Simple Workflow Service で IAM を使用する
方法
IAM を使用して Amazon SWF へのアクセスを管理する前に、Amazon SWF で使用できる IAM 機能につい
て理解しておく必要があります。

Amazon Simple Workflow Service で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Amazon SWF のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 90) はい

リソースベースのポリシー (p. 91) いいえ

ポリシーアクション (p. 87) はい

ポリシーリソース (p. 87) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 88) はい

ACL (p. 88) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 89) 部分的
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IAM 機能 Amazon SWF のサポート

テンポラリ認証情報 (p. 89) はい

プリンシパル許可 (p. 89) はい

サービスロール (p. 90) はい

サービスにリンクされたロール (p. 90) いいえ

Amazon SWF およびAWSのその他のサービスが大部分の IAM 機能とどのように動作するかに関するおお
おおまかな説明については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携するAWSのサービス」を参照してくださ
い。

Amazon Simple Workflow Service のアイデンティティ
ベースのポリシー例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには Amazon SWF リソースを作成または変更するアクセス許可
はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または 
AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを
実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロー
ルに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リリリリリごとの ARN の形式を含む、Amazon SWF で定義されるアクションとリリソースタイプの詳細
については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Simple Workflow Service のアクション、リソー
ス、および条件キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 92)
• Amazon SWF コンソールの使用 (p. 93)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 93)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内で誰かが Amazon SWF リソースを作成、アクセス、ま
たは削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が
発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下
のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
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SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Amazon SWF コンソールの使用
Amazon Simple Workflow Service コンソールにアクセスするには、許可の最小限のセットが必要です。こ
れらの許可により、の Amazon SWF リソースに関する詳細のリスト化と表示を許可する必要があります
AWS アカウント。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成する
と、そのポリシーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機
能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーとロールが引き続き Amazon SWF コンソールを使用できるようにするには、エンティティに 
Amazon SWFConsoleAccessReadOnlyAWS または管理ポリシーもアタッチします。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

基本的な原則
Amazon SWF アクセスコントロールは、主に次の 2 種類の権限に基づいています。

• リソースアクセス許可: ユーザーがアクセスできる Amazon SWF リソース。

ドメインに対してのみリソースアクセス許可を表すことができます。
• API のアクセス許可: ユーザーが呼び出すことができる Amazon SWF アクション。

最も簡単な方法は、完全なアカウントアクセスを許可する、任意のドメインで任意の Amazon SWF アク
ションを呼び出すか、アクセスを完全に拒否することです。ただし IAM では、アクセス許可への細分化さ
れたより便利なアプローチをサポートします。例えば、次のことができます。

• 制限なしで、特定のドメイン内でのみ、任意の Amazon SWF アクションを呼び出すことができます。
このようなポリシーを使用すると、開発中のワークフローアプリケーションで任意のアクションを使用
できるようになりますが、「サンドボックス」ドメインのみが使用できます。

• ユーザーが任意のドメインにアクセスできるようにしますが、API の使用方法を制限します。このよう
なポリシーを使用すると、「監査人」アプリケーションにより任意のドメイン内の API を呼び出し、読
み取りアクセスのみを許可できます。

• 特定のドメインでは、限定された一連のアクションのみを呼び出すことができます。このようなポリ
シーを使用すると、ワークフロースターターが指定されたドメインで StartWorkflowExecution ア
クションのみを呼び出すことができます。

Amazon SWF アクセスコントロールは、以下の原則に基づいています。

• アクセスコントロールの判断は、IAM ポリシーにのみ基づいています。すべてのポリシーの監査と操作
は IAM によって行われます。

• deny-by-default アクセス制御モデルではポリシーを使用します。明示的に許可されていないアクセスは
拒否されます。

• 適切な IAM ポリシーをワークフローのアクターにアタッチすることによって、Amazon SWF リソース
へのアクセスを制御します。

• ドメインに対してのみリソース権限を表すことができます。
• 1 つ以上のパラメータに条件を適用することによって、一部のアクションの使用をさらに制限すること

ができます。
• 使用権限を付与するとRespondDecisionTaskCompleted、そのアクションに含まれる決定事項のリスト

に対する権限を指定できます。

それぞれの決定には、通常の API 呼び出しと同じように、1 つ以上のパラメータがあります。ポリシー
を可能な限り読みやすくするために、いくつかのパラメータに条件を適用するなど、実際の API 呼び出
しのように、決定にアクセス許可を表すことができます。これらのタイプのアクセス許可は、擬似 API
のアクセス許可と呼ばれます。
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条件を使用して、制約を受ける、通常の API パラメータと擬似 API パラメータの概要については、API の
要約 (p. 100) を参照してください。

Amazon SWF IAM ポリシー
IAM ポリシーには、1 つ以上の Statement 要素が含まれており、各要素には、そのポリシーを定義する
一連の要素が含まれます。要素の完全な一覧とポリシーの作成方法に関する一般的な説明については、
「The Access Policy Language」(アクセスポリシー言語) を参照してください。Amazon SWF のアクセス
制御は、次の要素に基づいています。

効果

(必須) ステートメントの効果: deny または allow。
Note

明示的にアクセスを許可する必要があります。IAM は、デフォルトでアクセスを拒否しま
す。

リソース

(必須) リソース (ユーザーが対話できる AWS サービス内のエンティティ) で、ステートメントが適用
されるもの。

ドメインに対してのみリソースアクセス許可を表すことができます。たとえば、ポリシーでは、アカ
ウント内の特定のドメインのみにアクセスを許可することができます。ドメインの許可を表すには、
ドメインの Amazon Resource Name (ARN)Resource に設定します。この形式は「arn: aws: swf:
Region: AccountID: /domain/ DomainName」の形式です。AWS###########、AccountID はダッ
シュなしのアカウント ID、DomainNameドメイン名です。

アクション

(必須) 次の形式 (serviceId:action) を使用して参照する、ステートメントが適用
されるアクション。Amazon SWFの場合、serviceID を swf に設定します。たとえ
ば、swf:StartWorkflowExecutionStartWorkflowExecutionアクションを指し、どのユーザーに
ワークフローの開始を許可するかを制御するために使用されます。

使用権限を付与するとRespondDecisionTaskCompleted、擬似 API の権限表現を使用してAction、含
まれている決定リストへのアクセスを制御することもできます。IAM はデフォルトでアクセスを拒否
するため、ディサイダーの決定が明示的に許可されない場合、受け入れられません。* 値を使用して
すべての決定を許可することができます。

条件

許可された値を制限するアクションのパラメータの 1 つ以上に制約を表現します。

Amazon SWF アクションには多くの場合、幅広い範囲があり、IAM 条件を使用することで削減で
きます。たとえば、PollForActivityTaskアクションがアクセスできるタスクリストを制限するに
は、Conditionを追加し、swf:taskList.nameキーを使用して許可されるリストを指定します。

以下のエンティティに対して制約を表すことができます。
• ワークフロータイプ。名前とバージョンに別のキーがあります。
• アクティビティのタイプ。名前とバージョンに別のキーがあります。
• タスクリスト。
• タグ。一部のアクションに対して複数のタグを指定できます。その場合、各タグには別のキーがあ

ります。
Note

Amazon SWF の場合、値はすべて文字列です。そのため、パラメータを指定した文字列に
制限する StringEquals などの文字列演算子を使用してパラメータを制約します。ただ
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し、StringEquals などの通常の文字列比較演算子では、すべての要求にパラメータを含め
る必要があります。パラメータを明示的に含めず、タイプ登録時に指定されたデフォルトの
タスクリストなどのデフォルト値がない場合、アクセスは拒否されます。
条件をオプションとして扱うと便利です。関連するパラメータを必ずしも必要とせずにア
クションを呼び出すことができます。たとえば、RespondDecisionTaskCompletedディサイ
ダーに決定事項のセットを指定させて、特定の呼び出しにはそのうちの 1 つだけを指定でき
るようにしたい場合があります。その場合、StringEqualsIfExists 演算子を使用して適
切なパラメータを制約します。これは、パラメータが条件を満たす場合にアクセスを許可し
ますが、パラメータがない場合はアクセスを拒否しません。

制約付きのパラメータと関連するキーの完全なリストについては、API の要約 (p. 100) を参照して
ください。

次のセクションでは、Amazon SWF ポリシーを構築する方法の例を示します。詳細については、「String 
Conditions」(文字列の条件) を参照してください。

Amazon SWF ポリシーの例
ワークフローは、複数のアクター(アクティビティ、ディサイダーなど) で構成されます。適切な IAM ポリ
シーをアタッチすることで、各アクターのアクセスを制御できます。このセクションでは、いくつかの例
を紹介します。最も簡単なケースを次に示します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement" : [ { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : "swf:*", 
      "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/*" 
   } ]
}         

このポリシーをアクターにアタッチすると、すべてのリージョンで完全なアカウントアクセスが可能にな
ります。ワイルドカードを使用すると、単一の値で複数のリソース、アクション、またはリージョンを表
すことができます。

• Resource 値の最初のワイルドカード (*) は、リソース権限がすべてのリージョンに適用されることを
示します。アクセス権限を単一のリージョンに制限するには、ワイルドカードを us-east-1 などの適切
なリージョン文字列に置き換えます。

• Resource 値の 2 番目のワイルドカード (*) は、アクターが指定されたリージョン内の任意のアカウン
トのドメインにアクセスできるようにします。

• Action 値のワイルドカード (*) を使用すると、アクターは、任意の Amazon SWF アクションを呼び出
すことができます。

ワイルドカードを使用する方法の詳細については、「Element Descriptions」(要素の説明) を参照してくだ
さい。

次のセクションでは、より緻密な方法でアクセス許可を付与するポリシーの例を示します。

ドメインのアクセス許可
部門のワークフローを特定のドメインに制限する場合は、次のようなものを使用できます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : "swf:*", 
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      "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/department1" 
   } ]
}            

このポリシーをアクターにアタッチすると、任意のアクションを呼び出せますが、department1 ドメイン
のアクションのみが呼び出されます。

アクターが複数のドメインにアクセスできるようにするには、次のように、ドメインごとに個別にアクセ
ス許可を表します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect" : "Allow", 
         "Action" : "swf:*", 
         "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/department1" 
      }, { 
         "Effect" : "Allow", 
         "Action" : "swf:*", 
         "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/department2" 
      } 
   ]
}            

このポリシーをアクターにアタッチすると、department1 および department2 ドメインの任意の 
Amazon SWF アクションを使用できます。ワイルドカードを使用して複数のドメインを表すこともできま
す。

API のアクセス許可と制約

アクターが Action 要素で使用できるアクションを制御します。必要に応じて、Condition 要素を使用
して、アクションの許容パラメータ値を制約できます。

アクターを特定のアクションだけに制限する場合は、次のようなものを使用できます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : "swf:StartWorkflowExecution", 
      "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/department2" 
   } ]
}            

このポリシーをアクターにアタッチすると、StartWorkflowExecution を呼び出して department2
ドメインのワークフローを開始できます。他のアクションを使用したり、他のドメインのワークフローを
開始したりすることはできません。

次のように、1 つ以上の StartWorkflowExecution パラメータ値を制約することによって、アクターが
開始できるワークフローをさらに制限することができます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect" : "Allow", 
         "Action" : "swf:StartWorkflowExecution", 
         "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/department1", 
         "Condition" : { 
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            "StringEquals" : {  
               "swf:workflowType.name" : "workflow1", 
               "swf:workflowType.version" : "version2"  
            } 
         } 
      } 
   ]
}            

このポリシーでは、StartWorkflowExecution アクションの name パラメータと version パラメー
タを制限します。ポリシーをアクターにアタッチすると、department1 ドメインで、workflow1 の
version2 のみを実行でき、両方のパラメータをリクエストに含める必要があります。

次のように、StringEqualsIfExists 演算子を使用して、リクエストにパラメータを含めることなくパ
ラメータを制約できます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement" : [ { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : "swf:StartWorkflowExecution", 
      "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/some_domain", 
      "Condition" : { 
         "StringEqualsIfExists" : { "swf:taskList.name" : "task_list_name" } 
      } 
   } ]
}            

このポリシーにより、アクターは、ワークフローの実行を開始するときに、タスクリストをオプションで
指定できます。

いくつかのアクションに対してタグのリストを制約することができます。この場合、各タグには別
のキーがあります。したがって、swf:tagList.member.0 を使用してリストの最初のタグを制約
し、swf:tagList.member.1 を使用してリストの 2 番目のタグを制約するなどの方法で、最大 5 つまで
制約できます。ただし、タグリストをどのように制約するか注意する必要があります。たとえば、推奨さ
れていないポリシーの例を次に示します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement" : [ { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : "swf:StartWorkflowExecution", 
      "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/some_domain", 
      "Condition" : { 
         "StringEqualsIfExists" : { 
            "swf:tagList.member.0" : "some_ok_tag", "another_ok_tag" 
         } 
      } 
   } ]
}            

このポリシーでは、オプションで、some_ok_tag または another_ok_tag のどちらかを指定
できます。ただし、このポリシーはタグリストの最初の要素のみを制約します。このポリシー
が、swf:tagList.member.1、swf:tagList.member.2 などの条件を適用しないため、このリストに
は任意の値を持つ要素が追加される可能性があります。

この問題に対処する 1 つの方法は、タグリストの使用を禁止することです。次のポリシーでは、リストに 
1 つの要素のみ持つように要求することで、some_ok_tag または another_ok_tag のみが許可される
ようにします。
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{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement" : [ { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : "swf:StartWorkflowExecution", 
      "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/some_domain", 
      "Condition" : { 
         "StringEqualsIfExists" : { 
            "swf:tagList.member.0" : "some_ok_tag", "another_ok_tag" 
         }, 
         "Null" : { "swf:tagList.member.1" : "true" } 
      } 
   } ]
}           

疑似 API のアクセス許可と制約
決定を RespondDecisionTaskCompleted のみが使用可能にする場合は、最初にアクターが
RespondDecisionTaskCompleted を呼び出すことを許可する必要があります。その後、次のように、
通常の API と同じ構文を使用して、適切な疑似 API メンバーの権限を指定することができます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement" : [ 
      { 
         "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/*", 
         "Action" : "swf:RespondDecisionTaskCompleted", 
         "Effect" : "Allow" 
      }, { 
         "Resource" : "*", 
         "Action" : "swf:ScheduleActivityTask", 
         "Effect" : "Allow", 
         "Condition" : { 
            "StringEquals" : { "swf:activityType.name" : "SomeActivityType" } 
         } 
      } 
   ]
}            

このポリシーをアクターにアタッチすると、最初の Statement 要素によってアクターは
RespondDecisionTaskCompleted を呼び出すことができます。2 番目の要素は、アクターが
ScheduleActivityTask 決定を使用して Amazon SWF にアクティビティタスクをスケジュールするよ
うに指示します。すべての決定を許可するには、「swf:ScheduleActivityTask」を「swf: *」に置き換えて
ください。

条件演算子を使用すると、通常の API と同様にパラメータを制約できます。この Condition の
StringEquals 演算子は、RespondDecisionTaskCompleted が SomeActivityType アクティビ
ティのアクティビティタスクをスケジュールすることを許可するので、そのタスクをスケジュールする必
要があります。RespondDecisionTaskCompleted がパラメータ値を使用することを許可したいが、そ
うする必要がない場合は、代わりに StringEqualsIfExists 演算子を使用することができます。

AWS管理ポリシー: SimpleWorkflowFullAccess
SimpleWorkflowFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーは、Amazon SWF 設定サービスへのフルアクセスを提供します。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。
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{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "swf:*" 
         ], 
         "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

IAM ポリシーに関するサービスモデルの制限
IAM ポリシーを作成するときは、サービスモデルの制限を検討する必要があります。無効な Amazon SWF 
リクエストを表す構文的に有効な IAM ポリシーを作成することは可能です。アクセスコントロールに関し
て許容されるリクエストでも、無効なリクエストであるために失敗する可能性があります。

たとえば、ListOpenWorkflowExecutions の次のポリシーは推奨されません。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement" : [ { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : "swf:ListOpenWorkflowExecutions", 
      "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/domain_name", 
      "Condition" : { 
         "StringEquals" : {  
            "swf:typeFilter.name" : "workflow_name", 
            "swf:typeFilter.version" : "workflow_version", 
            "swf:tagFilter.tag" : "some_tag"  
         } 
      } 
   } ]
}         

Amazon SWF サービスモデルでは、同じ ListOpenWorkflowExecutions リクエストで typeFilter
パラメータと tagFilter パラメータは使用できません。したがって、そのポリシーは、無効なリクエス
トとして ValidationException をスローすることによって、サービスが拒否する呼び出しを許可しま
す。

API の要約
このセクションでは、IAM ポリシーを使用して、アクターが各 API および疑似 API を使用して Amazon 
SWF リソースにアクセスする方法を制御する方法について簡単に説明します。

• RegisterDomain および ListDomains 以外のすべてのアクションでは、ドメインリソースへのアク
セス権限を表すことによって、アカウントのドメインの一部またはすべてへのアクセスを許可または拒
否できます。

• 通常の API の任意のメンバーに対して、RespondDecisionTaskCompleted を呼び出す許可を与えた
場合は、疑似 API の任意のメンバーに対してアクセス権限を許可または拒否できます。

• 条件を使用して、一部のパラメータの許容値を制限することができます。

次のセクションでは、通常 API および擬似 API の各メンバーに制約され、関連するキーを提供するパラ
メータをリストアップし、ドメインアクセスを制御する方法の制限を書き留めます。
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通常の API
このセクションでは、通常の API メンバーをリストアップし、制約される可能性のあるパラメータと関連
するキーについて簡単に説明します。また、ドメインへのアクセスを制御する方法に関する制限事項につ
いても説明します。

CountClosedWorkflowExecutions

• tagFilter.tag - 文字列制約です。キーは swf:tagFilter.tag です。
• typeFilter.name - 文字列制約です。キーは、swf:typeFilter.name です。
• typeFilter.version - 文字列制約です。キーは、swf:typeFilter.version です。

Note

CountClosedWorkflowExecutions では、typeFilter と tagFilter を相互に排他的にす
る必要があります。

CountOpenWorkflowExecutions

• tagFilter.tag - 文字列制約です。キーは swf:tagFilter.tag です。
• typeFilter.name - 文字列制約です。キーは、swf:typeFilter.name です。
• typeFilter.version - 文字列制約です。キーは、swf:typeFilter.version です。

Note

CountOpenWorkflowExecutions では、typeFilter と tagFilter を相互に排他的にする
必要があります。

CountPendingActivityTasks

• taskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:taskList.name です。

CountPendingDecisionTasks

• taskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:taskList.name です。

DeprecateActivityType

• activityType.name - 文字列制約です。キーは、swf:activityType.name です。
• activityType.version - 文字列制約です。キーは、swf:activityType.version です。

DeprecateDomain

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

DeprecateWorkflowType

• workflowType.name - 文字列制約です。キーは、swf:workflowType.name です。
• workflowType.version - 文字列制約です。キーは、swf:workflowType.version です。

DescribeActivityType

• activityType.name - 文字列制約です。キーは、swf:activityType.name です。
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• activityType.version - 文字列制約です。キーは、swf:activityType.version です。

DescribeDomain

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

DescribeWorkflowExecution

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

DescribeWorkflowType

• workflowType.name - 文字列制約です。キーは、swf:workflowType.name です。
• workflowType.version - 文字列制約です。キーは、swf:workflowType.version です。

GetWorkflowExecutionHistory

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

ListActivityTypes

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

ListClosedWorkflowExecutions

• tagFilter.tag - 文字列制約です。キーは swf:tagFilter.tag です。
• typeFilter.name - 文字列制約です。キーは、swf:typeFilter.name です。
• typeFilter.version - 文字列制約です。キーは、swf:typeFilter.version です。

Note

ListClosedWorkflowExecutions では、typeFilter と tagFilter を相互に排他的にする
必要があります。

ListDomains

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

ListOpenWorkflowExecutions

• tagFilter.tag - 文字列制約です。キーは swf:tagFilter.tag です。
• typeFilter.name - 文字列制約です。キーは、swf:typeFilter.name です。
• typeFilter.version - 文字列制約です。キーは、swf:typeFilter.version です。

Note

ListOpenWorkflowExecutions では、typeFilter と tagFilter を相互に排他的にする必
要があります。

ListWorkflowTypes

• このアクションのパラメータを制約することはできません。
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PollForActivityTask

• taskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:taskList.name です。

PollForDecisionTask

• taskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:taskList.name です。

RecordActivityTaskHeartbeat

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

RegisterActivityType

• defaultTaskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:defaultTaskList.name です。
• name - 文字列制約です。キーは、swf:name です。
• version - 文字列制約です。キーは、swf:version です。

RegisterDomain

• name - 登録されたドメインの名前は、このアクションのリソースとして利用できます。

RegisterWorkflowType

• defaultTaskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:defaultTaskList.name です。
• name - 文字列制約です。キーは、swf:name です。
• version - 文字列制約です。キーは、swf:version です。

RequestCancelWorkflowExecution

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

RespondActivityTaskCanceled

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

RespondActivityTaskCompleted

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

RespondActivityTaskFailed

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

RespondDecisionTaskCompleted

• decisions.member.N - 擬似 API のアクセス権限を使用して間接的に制限されます。詳細について
は、「擬似 API (p. 104)」を参照してください。

SignalWorkflowExecution
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• このアクションのパラメータを制約することはできません。

StartWorkflowExecution

• tagList.member.0 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.0 です。
• tagList.member.1 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.1 です。
• tagList.member.2 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.2 です。
• tagList.member.3 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.3 です。
• tagList.member.4 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.4 です。
• taskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:taskList.name です。
• workflowType.name - 文字列制約です。キーは、swf:workflowType.name です。
• workflowType.version - 文字列制約です。キーは、swf:workflowType.version です。

Note

5 つ以上のタグを制約することはできません。

TerminateWorkflowExecution

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

擬似 API
このセクションでは、RespondDecisionTaskCompleted に含まれる決定を表す擬似 API のメンバーを
リストします。RespondDecisionTaskCompleted の使用を許可した場合、ポリシーは通常の API と同
じ方法でこの API のメンバーのアクセス許可を表すことができます。1 つ以上のパラメータに条件を設定
することによって、擬似 API の一部のメンバーをさらに制限することができます。このセクションでは、
疑似 API メンバーをリストアップし、制約される可能性のあるパラメータと関連するキーについて簡単に
説明します。

Note

aws:SourceIP、aws:UserAgent、aws:SecureTransport キーは擬似 API には使用できま
せん。意図したセキュリティポリシーでこれらのキーで疑似 API へのアクセスを制御する必要が
ある場合は、RespondDecisionTaskCompleted アクションでそれらのキーを使用できます。

CancelTimer

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

CancelWorkflowExecution

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

CompleteWorkflowExecution

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

ContinueAsNewWorkflowExecution

• tagList.member.0 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.0 です。
• tagList.member.1 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.1 です。
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• tagList.member.2 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.2 です。
• tagList.member.3 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.3 です。
• tagList.member.4 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.4 です。
• taskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:taskList.name です。
• workflowTypeVersion - 文字列制約です。キーは、swf:workflowTypeVersion です。

Note

5 つ以上のタグを制約することはできません。

FailWorkflowExecution

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

RecordMarker

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

RequestCancelActivityTask

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

RequestCancelExternalWorkflowExecution

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

ScheduleActivityTask

• activityType.name - 文字列制約です。キーは、swf:activityType.name です。
• activityType.version - 文字列制約です。キーは、swf:activityType.version です。
• taskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:taskList.name です。

SignalExternalWorkflowExecution

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

StartChildWorkflowExecution

• tagList.member.0 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.0 です。
• tagList.member.1 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.1 です。
• tagList.member.2 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.2 です。
• tagList.member.3 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.3 です。
• tagList.member.4 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.4 です。
• taskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:taskList.name です。
• workflowType.name - 文字列制約です。キーは、swf:workflowType.name です。
• workflowType.version - 文字列制約です。キーは、swf:workflowType.version です。

Note

5 つ以上のタグを制約することはできません。

API バージョン 2012-01-25
105



Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド
タグベースのポリシー

StartTimer

• このアクションのパラメータを制約することはできません。

タグベースのポリシー
Amazon SWF はタグベースのポリシーをサポートしています。例えば、キー environment および値
production のタグを含む Amazon SWF ドメインへのアクセスを制限できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "swf:*", 
            "Resource": "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/environment": "production"} 
            } 
        } 
    ]
}

このポリシーでは、environment/production としてタグ付けされているドメインへのアクセスを
Deny します。

タグ付けの詳細については、以下を参照してください。

• [Tags] (タグ) (p. 72)
• IAM タグを使用したアクセスの制御

Amazon SWF 用の VPC エンドポイント
Note

AWS PrivateLink現在、AWSサポートはトップシークレット (東部、AWSシークレットリージョ
ン、中国リージョン) でのみご利用いただけます。

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用してAWSリソースをホストする場合、Amazon VPC 
と Amazon VPC と Amazon Virtual ワークフローサービスのワークフローの間の接続を確立できます。パ
ブリックインターネットを交差せずに、Amazon SWF ワークフローとの接続を使用できます。

Amazon VPCを使用すると、カスタム仮想ネットワークで AWS リソースを起動できます。VPCを使用し
て、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイなどのネットワーク設定
を制御できます。VPC の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドを参照してください。

Amazon VPC を Amazon VPC を Amazon SWF に接続するには、まずインターフェイス VPC を他の VPC 
を他の VPC を他の VPC を他の VPC エンドポイントに接続できますAWS のサービス。このエンドポイン
トを使用すると、インターネットゲートウェイやネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または 
VPN 接続を必要とせずに、信頼性の高いスケーラブルな方法で接続できるようになります。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドのインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) を参照して
ください。

エンドポイントの作成
AWS Command Line Interface(AWS CLI)、AWS SDK、Amazon SWF APIAWS Management Console、ま
たはを使用して VPC に Amazon SWF エンドポイントを作成できますAWS CloudFormation。
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Amazon VPC コンソールまたは AWS CLI を使用して、エンドポイントを作成および設定する方法につい
ては、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。

Note

エンドポイントを作成するとき、VPC Amazon SWF 接続先のサービスとして VPC の接続先
のサービスを指定します。Amazon VPC コンソールで、このサービス名は AWS リージョンに
よって異なります。たとえば、「AWSトップシークレット-イーストリージョン」では、Amazon 
SWF のサービス名は com.amazonaws です。 us-iso-east-1.swf。

AWS CloudFormation を使用してエンドポイントを作成および設定する方法については、AWS 
CloudFormation ユーザーガイドの AWS::EC2::VPCEndpoint リソースを参照してください。

Amazon VPC エンドポイントポリシー
Amazon VPC エンドポイントの作成中にAWS Identity and Access Management (IAM) エンドポイントポリ
シーを添付できます。複数のエンドポイントポリシーをアタッチすることで、複雑な IAM ルールを作成で
きます。詳細については、以下を参照してください。

• Amazon SWF 用の Virtual Private Cloud エンドポイントエンドエンドエンドエンドエンドエンドエン
ド (p. 107)

• VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロール

Amazon SWF 用の Virtual Private Cloud エンドポイントエンドエ
ンドエンドエンドエンドエンドエンド
Amazon SWF エンドポイントVPC ポリシーを作成して、以下を指定することができます。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

次の例は、特定の IAM ロールに対して 1 つのドメインに対するすべての VPC エンドポイントエンドポイ
ントエンドポイントポリシーを示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "swf:*", 
      "Resource": "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/myDomain", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole" 
      } 
    } 
  ]
}

• エンドポイントポリシーの作成方法の詳細については、VPC エンドポイントによるサービスへのアクセ
スのコントロールを参照してください。

• IAMAWS を使用して自分および Amazon SWF リソースへのアクセスを制御する方法については、を参
照してくださいAmazon Simple Workflow Service での Identity and Access Management (p. 81)。
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Amazon Simple Workflow Service のアイデンティティ
とアクセスのトラブルシューティング
Amazon SWF と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復には、次の情報を
利用してください。

トピック
• Amazon SWF でアクションを実行する認可がない (p. 108)
• iam を実行する認可がない:PassRole (p. 108)
• 自分の以外のユーザーに Amazon SWFAWS アカウント リソースへのアクセスを許可したい (p. 109)

Amazon SWF でアクションを実行する認可がない
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

以下のエラー例は、mateojackson ユーザーがコンソールを使用して架空の my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の swf:GetWidget 許可がないという場合に発
生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 swf:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo のポリシーでは、my-example-widget アクションを使用して swf:GetWidget リ
ソースにアクセスすることを許可するように更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam を実行する認可がない:PassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Amazon SWF にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazon SWFmarymajor でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。
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でのログ記録とモニタリング

自分の以外のユーザーに Amazon SWFAWS アカウント リソー
スへのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• Amazon SWF がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してくださ
いAmazon Simple Workflow Service で IAM を使用する方法 (p. 91)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

Amazon Simple Workflow Service でのログ記録と
モニタリング

このセクションでは、Amazon SWF のログ作成およびモニタリングについて説明します。

トピック
• の Amazon SWF メトリクス CloudWatch (p. 109)
• CloudWatch の Amazon SWF メトリクスの表示AWS Management Console (p. 116)
• AWS CloudTrail での Amazon Simple Workflow Service API コールのログ (p. 119)
• EventBridge for Amazon SWF 実行ステータスの変更 (p. 124)

の Amazon SWF メトリクス CloudWatch
Amazon SWF では、ワークフローおよびアクティビティを追跡し、選択したしきい値にアラームを設定
するために使用できる Amazon SWF のメトリクスを提供するようになりました。 CloudWatch メトリク
スは、AWS Management Console を使用して表示できます。詳細については、「CloudWatch の Amazon 
SWF メトリクスの表示AWS Management Console (p. 116)」を参照してください。

トピック
• Amazon SWF メトリクスの単位の報告 (p. 110)
• API と決定イベントのメトリクス (p. 110)
• Amazon SWF のメトリクス (p. 110)
• Amazon SWF 非 ASCII CloudWatch リソース名と (p. 115)
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の Amazon SWF メトリクス CloudWatch

Amazon SWF メトリクスの単位の報告
時間間隔を報告するメトリクス
の Amazon SWF CloudWatch メトリクスの一部は時間間隔であり、常にミリ秒単位で測定されます。 
CloudWatch Timeユニットは次のように報告されます。これらのメトリクスは通常、ワークフローおよび
アクティビティのタイムアウトを設定できるワークフロー内の実行段階に対応しており、それぞれに似た
名前が付いています。

たとえば、DecisionTaskStartToCloseTime メトリクスは、ディシジョンタスクが実行開始されてか
ら完了するまでの時間を測定します。この同じ期間に対し、DecisionTaskStartToCloseTimeout 値
を設定できます。

これらの各ワークフローステージの図と、ワークフローおよびアクティビティのライフサイクルで各ワー
クフローステージがいつ発生するかについては、「Amazon SWF タイムアウトの種類  (p. 168)」を参照
してください。

カウントを報告するメトリクス
CloudWatch レポート結果の Amazon SWF メトリクスの一部は 例えば、WorkflowsCanceled は、結果
を 1 または 0 としてレコードしますが、これはワークフローがキャンセルされたかどうかを表します。値
が 0 の場合、メトリクスが報告されなかったのではなく、メトリクスに記述された条件が発生しなかった
ことを示しているだけです。

CloudWatch そのレポートの Amazon SWF CloudWatch メトリクスの一部は、Count 1 秒あたりのカ
ウント数です。たとえばProvisionedRefillRate、Count in として報告されるのは CloudWatch、1
Count秒あたりのリクエスト数の割合です。

カウントを返すメトリクスでは、最小値および最大値は常に 0 または 1 ですが、平均は 0 ～ 1 の範囲の値
になります。

API と決定イベントのメトリクス
の API CloudWatch および決定イベントをモニタリングして、使用量と容量のインサイトを得ることが
できます。「Amazon SWF の仕組み (p. 53)」セクションの「deciders (p. 59)」(ディサイダー)、および
「Amazon Simple Workflow Service API Reference」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス) 
の「Decision」(決定) のトピックを参照してください。

また、Amazon SWF のスロットリング制限に近づいているときに、これらの制限をモニタリングしてア
ラームを受けることができます。これらの制約の説明とデフォルト設定については、「Amazon SWF ス
ロットリングのクォータ (p. 165)」を確認してください。これらの制限は、不適切なワークフローがシス
テムリソースを過度に消費することを防ぐためのものです。この制限の上限緩和を申請する方法について
は、「??? (p. 167)」を参照してください。

ベストプラクティスとして、API または決定イベントの容量の 60% 前後に CloudWatch アラームを設定し
ます。これにより、Amazon SWF のスロットリングを有効にする前に、ワークフローを調整するか、サー
ビスの上限緩和を申請できます。呼び出しのバースト性により、サービスの上限に近づいているときに通
知する複数のアラームを設定できます。

• トラフィックに非常に大きなスパイクがある場合は、ProvisionedBucketSize の制限の 60% にア
ラームを設定します。

• 呼び出しのレートが比較的安定している場合は、関連 API および決定イベントの
ProvisionedRefillRate 制限の 60% にアラームを設定します。

Amazon SWF のメトリクス
Amazon SWF では、次のメトリックを使用できます。
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の Amazon SWF メトリクス CloudWatch

メトリクス 説明

DecisionTaskScheduleToStartTime決定タスクを予定した時刻からワーカーがそれを取得し、開始した
時刻までの時間間隔 (ミリ秒)。

CloudWatch 単位:Time

ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, 
WorkflowTypeVersion

有効な統計: Average, Minimum, Maximum

DecisionTaskStartToCloseTime決定タスクの開始時刻からクローズ時刻までの時間間隔 (ミリ秒)。

CloudWatch 単位:Time

ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, 
WorkflowTypeVersion

有効な統計: Average, Minimum, Maximum

DecisionTasksCompleted 完了した決定タスクの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, 
WorkflowTypeVersion

有効な統計: Sum

PendingTasks 特定のタスクリストでの保留中のタスクの数 (1 分間隔)。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, TaskListName

有効な統計: Sum

StartedDecisionTasksTimedOutOnClose開始したが、クローズ時にタイムアウトした決定タスクの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, 
WorkflowTypeVersion

有効な統計: Sum

WorkflowStartToCloseTime ワークフローの開始時刻からクローズ時刻までの時間間隔 (ミリ
秒)。

CloudWatch 単位:Time

ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, 
WorkflowTypeVersion

有効な統計: Average, Minimum, Maximum

WorkflowsCanceled 取り消されたワークフローの数。

CloudWatch 単位:Count
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の Amazon SWF メトリクス CloudWatch

メトリクス 説明
ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, 
WorkflowTypeVersion

有効な統計: Sum

WorkflowsCompleted 完了したワークフローの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, 
WorkflowTypeVersion

有効な統計: Sum

WorkflowsContinuedAsNew 新規として継続したワークフローの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, 
WorkflowTypeVersion

有効な統計: Sum

WorkflowsFailed 失敗したワークフローの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, 
WorkflowTypeVersion

有効な統計: Sum

WorkflowsTerminated 終了されたワークフローの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Cause, Domain, WorkflowTypeName, 
WorkflowTypeVersion

有効な統計: Sum

WorkflowsTimedOut 何らかの理由でタイムアウトしたワークフローの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, 
WorkflowTypeVersion

有効な統計: Sum

ActivityTaskScheduleToCloseTimeアクティビティのスケジュール時刻からクローズ時刻までの時間間
隔 (ミリ秒)。

CloudWatch 単位:Time

ディメンション: Domain, ActivityTypeName, 
ActivityTypeVersion

有効な統計: Average, Minimum, Maximum
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メトリクス 説明

ActivityTaskScheduleToStartTimeアクティビティタスクのスケジュール時刻から開始時刻までの時間
間隔 (ミリ秒)。

CloudWatch 単位:Time

ディメンション: Domain, ActivityTypeName, 
ActivityTypeVersion

有効な統計: Average, Minimum, Maximum

ActivityTaskStartToCloseTimeアクティビティタスクの開始時刻からクローズ時刻までの時間間隔 
(ミリ秒)。

CloudWatch 単位:Time

ディメンション: Domain, ActivityTypeName, 
ActivityTypeVersion

有効な統計: Average, Minimum, Maximum

ActivityTasksCanceled 取り消されたアクティビティタスクの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, ActivityTypeName, 
ActivityTypeVersion

有効な統計: Sum

ActivityTasksCompleted 完了したアクティビティタスクの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, ActivityTypeName, 
ActivityTypeVersion

有効な統計: Sum

ActivityTasksFailed 失敗したアクティビティタスクの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, ActivityTypeName, 
ActivityTypeVersion

有効な統計: Sum

ScheduledActivityTasksTimedOutOnCloseスケジュールされたが、クローズ時にタイムアウトしたアクティビ
ティタスクの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, ActivityTypeName, 
ActivityTypeVersion

有効な統計: Sum
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の Amazon SWF メトリクス CloudWatch

メトリクス 説明

ScheduledActivityTasksTimedOutOnStartスケジュールされたが、開始時にタイムアウトしたアクティビティ
タスクの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, ActivityTypeName, 
ActivityTypeVersion

有効な統計: Sum

StartedActivityTasksTimedOutOnClose開始されたが、クローズ時にタイムアウトしたアクティビティタス
クの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, ActivityTypeName, 
ActivityTypeVersion

有効な統計: Sum

StartedActivityTasksTimedOutOnHeartbeat開始されたが、ハートビートタイムアウトのためタイムアウトした
アクティビティタスクの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: Domain, ActivityTypeName, 
ActivityTypeVersion

有効な統計: Sum

ThrottledEvents スロットルされたリクエストの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: APIName, DecisionName

有効な統計: Sum

ProvisionedBucketSize 1 秒あたりに利用できるリクエストの数。

ディメンション: APIName, DecisionName

有効な統計: Minimum

ConsumedCapacity 1 秒あたりのリクエストの数。

CloudWatch 単位:Count

ディメンション: APIName, DecisionName

有効な統計: Sum

ConsumedLimit 消費された一般限度額。

ディメンション: GeneralLimitType
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の Amazon SWF メトリクス CloudWatch

メトリクス 説明

ProvisionedRefillRate バケットで許可される 1 秒あたりのリクエストの数。

ディメンション: APIName, DecisionName

有効な統計: Minimum

ProvisionedLimit アカウントにプロビジョニングされる一般的な限度額。

ディメンション: GeneralLimitType

ディメンション 説明

Domain ワークフローまたはアクティビティが実行中の Amazon SWF ドメイ
ンにデータをフィルタリングします。

ActivityTypeName アクティビティタイプの名前にデータをフィルタリングします。

ActivityTypeVersion アクティビティタイプのバージョンにデータをフィルタリングしま
す。

WorkflowTypeName このワークフロー実行のワークフロータイプの名前にデータをフィ
ルタリングします。

WorkflowTypeVersion このワークフロー実行のワークフロータイプのバージョンにデータ
をフィルタリングします。

APIName 指定された API 名の API にデータをフィルタリングします。

DecisionName 指定された決定名にデータをフィルタリングします。

TaskListName 指定されたタスクリスト名にデータをフィルタリングします。

TaskListClassification タスクリストの分類にデータをフィルタリングします。値は、決定
タスクリストの場合は「D」、アクティビティタスクリストの場合は
「A」です。

Amazon SWF 非 ASCII CloudWatch リソース名と
Amazon SWF では、リソース名に非 ASCII 文字を使用できます DomainName。 TaskList ただし、 
CloudWatch メトリクスのディメンション値に含めることができるのは、印刷可能な ASCII 文字だけで
す。Amazon SWF が Amazon SWF CloudWatch 要件と互換性のあるディメンション値を使用するように
するために、これらの要件を満たしていない Amazon SWF リソース名は変換され、次のようにチェック
サムが追加されます

• 非 ASCII 文字はすべて ? に置き換えられます。
• 入力文字列または変換された文字列は、必要に応じて切り捨てられます。これにより、チェックサムが

追加されたときに、 CloudWatch新しい文字列の長さが最大値を超えないようにします。
• 非 ASCII 文字はに変換されるため?、変換前に異なっていた一部の CloudWatch メトリクスディメン

ション値は、変換後に同じように見える場合があります。それらを区別しやすくするために、リソース
名には、アンダースコア (_) の後に、元のリソース名の SHA256 チェックサムの最初の 16 文字が追加
されます。

変換の例:
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• test àpple は test ?pple_82cc5b8e3a771d12 に変換されます
• àòà は ???_2fec5edbb2c05c22 に変換されます。
• TaskList àppléâpplè名前とは両方ともに変換され?ppl?、同一になります。チェックサムを追加する

と、それぞれ ?ppl?_f39a36df9d85a69d、?ppl?_da3efb4f11dd0f7f という異なる値が返されま
す。

Tip

独自の SHA256 チェックサムを生成できます。例えば、shasum コマンドラインツールを使用す
るには、次のようにします。
echo -n "<the original resource name>" | shasum -a 256 | cut -c1-16

CloudWatch の Amazon SWF メトリクスの表示AWS 
Management Console
Amazon CloudWatch は Amazon SWF ワークフローとアクティビティの表示可能な多数のメトリクスを提
供します。Amazon SWF ワークフロー実行のメトリクスの表示とアラームの設定は、を使用して行うこ
とができます。AWS Management Console。続行するには、コンソールにログインしている必要がありま
す。

利用できる各メトリクスの説明については、「の Amazon SWF メトリクス CloudWatch (p. 109)」を参
照してください。

トピック
• メトリクスの表示 (p. 116)
• アラームの設定 (p. 118)

メトリクスの表示
Amazon SWF のメトリクスを表示するには

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

2. ナビゲーションペインの [Metrics] で、[SWF] を選択します。
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Amazon SWF メトリクスの表示

ワークフロー実行を最近行っている場合、2 つのメトリクスのリストが表示されます。ワークフロータイ
プのメトリクスそしてアクティビティタイプメトリクス。

Note

最初は、[Workflow Type Metrics] のみが表示される場合があります。[Activity Type Metrics] は同
じビューで表示されますが、表示するには下へのスクロールが必要になる場合があります。

一度に最大 50 の最新のメトリクスが、ワークフローメトリクスおよびアクティビティメトリクスに分け
られて表示されます。

リストの上記の各列のインタラクティブな見出しを使用し、提供されたディメンション
のいずれかを使ってメトリクスをソートできます。ワークフローの場合、ディメンション
は、Domain、WorkflowTypeName、WorkflowTypeVersion、および Metric Name です。アクティビティの
場合、ディメンションは、Domain、ActivityTypeName、ActivityTypeVersion、および Metric Name です。

さまざまな種類のメトリクスについては、「の Amazon SWF メトリクス CloudWatch (p. 109)」で説明
しています。

リストのメトリクス列の横にあるボックスを選択して、メトリクスのグラフを表示でき、グラフ表示の右
側にある [Time Range] コントロールを使用してグラフのパラメータを変更できます。
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Amazon SWF メトリクスの表示

グラフの任意のポイントに関する詳細については、グラフのポイントにカーソルを置きます。ポイントの
ディメンションの詳細が表示されます。

CloudWatch メトリクスの使用方法の詳細については、「」を参照してください。メトリクスの表示、グ
ラフ化、パブリッシュのAmazon CloudWatch ユーザーガイド。

アラームの設定
CloudWatch アラームを使用して、アラームのしきい値に達したときに通知するなどのアクションを実行
できます。たとえば、WorkflowsFailed メトリクスが特定のしきい値を超えたときに SNS トピックに
通知を送信したり、E メールを送信したりするようにアラームを設定できます。
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メトリクスに対してアラームを設定するには

1. ボックスを選択して 1 つのメトリクスを選択します。
2. グラフの右にある [Tools] コントロールで、[Create Alarm] を選択します。
3. [Define Alarm] 画面で、アラームのしきい値、期間パラメータ、および実行するアクションを入力しま

す。

設定と CloudWatch アラームの使用に関する詳細については、状態の変更の詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの Amazon CloudWatch アラームの作成を参照してください。

AWS CloudTrail での Amazon Simple Workflow 
Service API コールのログ
AWS CloudTrailAWS CloudTrail キャプチャされた呼び出しには、Amazon SWF コンソールからの呼
び出しと、Amazon SWF API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。証跡を作成する場合
は、Amazon SWF CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへのイベントの継続的な配信を有効
にすることができます。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールの [Event history] (イベント履
歴)] で最新のイベントを表示できます。 CloudTrail

CloudTrail設定や有効化の方法などの詳細については、「AWS CloudTrailユーザーガイド」を参照してく
ださい。
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の CloudTrail
CloudTrail は、AWSアカウント作成時にアカウントで有効になります。Amazon SWF でサポートされて
いるイベントアクティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] ( CloudTrail イベント履
歴) でAWSのその他サービスのイベントと共にイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベン
トを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表
示」を参照してください。

Amazon SWF のイベントなど、AWS アカウントのイベントを継続的にレコードするには、追跡を作成し
ます。追跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを配信できます。デフォルトでは、コ
ンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWSパー
ティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログ
ファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づいた行
動のためにその他ののサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスと統合
• Amazon SNS CloudTrail
• CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルを受け取るおよび CloudTrail複数のアカウントからロ

グファイルを受け取る

Amazon SWF は、 CloudTrail ログファイルのイベントとして以下のアクションのログ付けをサポートしま
す。

• DeprecateActivityType
• DeprecateDomain
• DeprecateWorkflowType
• RegisterActivityType
• RegisterDomain
• RegisterWorkflowType

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと AWS Identity and Access Management ユーザー認証情報のどちらを使用して
送信されたか。

• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか.

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

例: Amazon SWF ログファイルのエントリ
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ、または複数のログエントリがあります。イベントは、任意の
ソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関
する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックト
レースではないため、特定の順序では表示されません。

DeprecateActivityType
CloudTrail DeprecateActivityType

API バージョン 2012-01-25
120

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-and-update-a-trail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html#cloudtrail-aws-service-specific-topics-integrations
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/getting_notifications_top_level.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireferenceAPI_DeprecateActivityType.html
docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireferenceAPI_DeprecateDomain.html
docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireferenceAPI_DeprecateWorkflowType.html
docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireferenceAPI_RegisterActivityType.html
docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireferenceAPI_RegisterDomain.html
docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireferenceAPI_RegisterWorkflowType.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html


Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド
の CloudTrail

{ 
  "eventVersion": "1.01", 
  "eventID": "0f65b038-58ff-4d26-b1c7-eedff8db994b", 
  "eventTime": "2014-05-07T22:45:36Z", 
  "requestParameters": { 
    "domain": "swf-example-domain", 
    "activityType": { 
      "version": "1.0", 
      "name": "swf-example-activityType" 
    } 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "eventName": "DeprecateActivityType", 
  "userIdentity": { 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "type": "Root", 
    "arn": "arn:aws:iam::244806523816:root", 
    "principalId": "244806523816", 
    "accountId": "244806523816" 
  }, 
  "eventSource": "swf.amazonaws.com", 
  "requestID": "4e1a8e94-d639-11e3-9a1c-4dbc5d9f1a49", 
  "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/2.6.18-164.el5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/24.45-b08", 
  "sourceIPAddress": "10.61.88.189"
}

DeprecateDomain

CloudTrail DeprecateDomain

{ 
  "eventVersion": "1.01", 
  "eventID": "a2be5766-3d3a-4bd3-8b88-4f3582cb52bc", 
  "eventTime": "2014-05-07T22:46:00Z", 
  "requestParameters": { 
    "name": "swf-example-domain" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "eventName": "DeprecateDomain", 
  "userIdentity": { 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "type": "Root", 
    "arn": "arn:aws:iam::244806523816:root", 
    "principalId": "244806523816", 
    "accountId": "244806523816" 
  }, 
  "eventSource": "swf.amazonaws.com", 
  "requestID": "5c95ae06-d639-11e3-8836-a37995ed01ed", 
  "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/2.6.18-164.el5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/24.45-b08", 
  "sourceIPAddress": "10.61.88.189"
}

DeprecateWorkflowType

CloudTrail DeprecateWorkflowType

{ 
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  "eventVersion": "1.01", 
  "eventID": "ff6f4e8e-2401-4c1a-956a-f36dab55b22b", 
  "eventTime": "2014-05-07T22:45:36Z", 
  "requestParameters": { 
    "domain": "swf-example-domain", 
    "workflowType": { 
      "version": "1.0", 
      "name": "swf-example-workflowType" 
    } 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "eventName": "DeprecateWorkflowType", 
  "userIdentity": { 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "type": "Root", 
    "arn": "arn:aws:iam::244806523816:root", 
    "principalId": "244806523816", 
    "accountId": "244806523816" 
  }, 
  "eventSource": "swf.amazonaws.com", 
  "requestID": "4df29420-d639-11e3-8836-a37995ed01ed", 
  "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/2.6.18-164.el5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/24.45-b08", 
  "sourceIPAddress": "10.61.88.189"
}

RegisterActivityType

CloudTrail RegisterActivityType

{ 
  "eventVersion": "1.01", 
  "eventID": "d4a99e9e-a980-4e7a-9d84-7b00806ab70f", 
  "eventTime": "2014-05-07T22:03:38Z", 
  "requestParameters": { 
    "domain": "swf-example-domain", 
    "defaultTaskScheduleToStartTimeout": "60", 
    "name": "swf-example-activityType", 
    "defaultTaskStartToCloseTimeout": "120", 
    "defaultTaskScheduleToCloseTimeout": "180", 
    "version": "1.0", 
    "defaultTaskList": { 
      "name": "swf-tasklist" 
    }, 
    "description": "integration test" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "eventName": "RegisterActivityType", 
  "userIdentity": { 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "type": "Root", 
    "arn": "arn:aws:iam::244806523816:root", 
    "principalId": "244806523816", 
    "accountId": "244806523816" 
  }, 
  "eventSource": "swf.amazonaws.com", 
  "requestID": "71811de3-d633-11e3-accd-9dbdf860ac2b", 
  "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/2.6.18-164.el5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/24.45-b08", 
  "sourceIPAddress": "10.61.88.189"
}
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RegisterDomain
CloudTrail RegisterDomain

{ 
  "eventVersion": "1.01", 
  "eventID": "e7e3c104-e748-4eda-90b5-827d44f4e459", 
  "eventTime": "2014-05-07T22:03:38Z", 
  "requestParameters": { 
    "name": "swf-example-domain", 
    "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "7", 
    "description": "integration test domain" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "eventName": "RegisterDomain", 
  "userIdentity": { 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "type": "Root", 
    "arn": "arn:aws:iam::244806523816:root", 
    "principalId": "244806523816", 
    "accountId": "244806523816" 
  }, 
  "eventSource": "swf.amazonaws.com", 
  "requestID": "7133729f-d633-11e3-860e-45859b92f1b2", 
  "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/2.6.18-164.el5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/24.45-b08", 
  "sourceIPAddress": "10.61.88.189"
}

RegisterWorkflowType
CloudTrail RegisterWorkflowType

{ 
  "eventVersion": "1.01", 
  "eventID": "31d2b900-a0c1-41a9-a09b-d5c8a57087eb", 
  "eventTime": "2014-05-07T22:03:38Z", 
  "requestParameters": { 
    "defaultExecutionStartToCloseTimeout": "180", 
    "domain": "swf-example-domain", 
    "name": "swf-example-workflowType", 
    "defaultChildPolicy": "TERMINATE", 
    "defaultTaskStartToCloseTimeout": "NONE", 
    "version": "1.0", 
    "defaultTaskList": { 
      "name": "swf-tasklist" 
    } 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "eventName": "RegisterWorkflowType", 
  "userIdentity": { 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "type": "Root", 
    "arn": "arn:aws:iam::244806523816:root", 
    "principalId": "244806523816", 
    "accountId": "244806523816" 
  }, 
  "eventSource": "swf.amazonaws.com", 
  "requestID": "71577518-d633-11e3-842e-67638fa0222f", 
  "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/2.6.18-164.el5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/24.45-b08", 
  "sourceIPAddress": "10.61.88.189"
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}

EventBridge for Amazon SWF 実行ステータスの変更
Amazon EventBridge は、の状態の変更またはイベントにAWSリソース。Amazon SWF がイベントを発
行すると、常にアカウントのデフォルトの EventBridge イベントバスに移動します。イベントのルール
を作成し、デフォルトのイベントバスに関連付けて、ルールにマッチするイベントを EventBridge が受信
したときに実行するターゲットアクションを指定できます。このようにして、常にポーリングすること
なく、ワークフローをモニタリングできます。GetWorkflowExecutionHistoryアピ。ワークフロー
の実行の変更に基づいて、EventBridge ターゲットを使用して呼び出すことができます。AWS Lambda機
能、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックへのメッセージの公開など。

実行ステータス変更イベントの全内容を確認するには、DescribeWorkflowExecution。

詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」を参照してください。

EventBridge イベント
履歴イベントタイプには、実行状態の変化が含まれます。-detail各イベントのセクションには、少なく
とも次のパラメータが含まれています。

• eventId: GetWorkflowExecutionHistory によって表示されるイベント ID。
• workflowExecutionDetail: イベントが放出されたときのワークフローの状態。
• eventType: 次のいずれかの履歴イベントタイプ。

• ActivityTaskCanceled
• ActivityTaskFailed
• ActivityTaskTimedOut
• WorkflowExecutionCanceled
• WorkflowExecutionCompleted
• WorkflowExecutionFailed
• WorkflowExecutionStarted
• WorkflowExecutionTerminated
• WorkflowExecutionTimedOut
• WorkflowExecutionContinuedAsNew
• CancelTimerFailed
• CancelWorkflowExecutionFailed
• ChildWorkflowExecutionFailed
• ChildWorkflowExecutionTimedOut
• CompleteWorkflowExecutionFailed
• ContinueAsNewWorkflowExecutionFailed
• DecisionTaskTimedOut
• FailWorkflowExecutionFailed
• RecordMarkerFailed
• RequestCancelActivityTaskFailed
• RequestCancelExternalWorkflowExecutionFailed
• ScheduleActivityTaskFailed
• SignalExternalWorkflowExecutionFailed
• StartActivityTaskFailed
• StartChildWorkflowExecutionFailed
• StartTimerFailed
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• TimerCanceled
• LambdaFunctionFailed
• LambdaFunctionTimedOut
• StartLambdaFunctionFailed
• ScheduleLambdaFunctionFailed

Amazon SWF イベントの例
以下は、EventBridge への Amazon SWF 送信イベントの例です。

トピック
• 実行のスタート (p. 125)
• 実行の完了 (p. 126)
• 実行の失敗 (p. 127)
• 実行のタイムアウト (p. 128)
• 実行が終了しました (p. 129)

いずれの場合も、イベントデータの detail セクションに、DescribeWorkflowExecution API と同じ
情報が含まれています。-executionStatusフィールドは、イベント送信時の実行ステータスを示しま
す。OPENまたはCLOSED。

実行のスタート

{ 
  "version": "0", 
  "id": "444444444444", 
  "detail-type": "Simple Workflow Execution State Change", 
  "source": "aws.swf", 
  "account": "444444444444", 
  "time": "2020-05-08T15:57:38Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:swf:us-east-1:444444444444:/domain/SimpleWorkflowUserSimulator" 
  ], 
  "detail": { 
    "eventId": 1, 
    "eventType": "WorkflowExecutionStarted", 
    "workflowExecutionDetail": { 
      "executionInfo": { 
        "execution": { 
          "workflowId": "123456789012", 
          "runId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" 
        }, 
        "workflowType": { 
          "name": "SimpleWorkflowUserSimulator", 
          "version": "myWorkflow" 
        }, 
        "startTimestamp": 1588953458484, 
        "closeTimestamp": null, 
        "executionStatus": "OPEN", 
        "closeStatus": null, 
        "parent": null, 
        "parentExecutionArn": null, 
        "tagList": null, 
        "cancelRequested": false 
      }, 
      "executionConfiguration": { 
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        "taskStartToCloseTimeout": "60", 
        "executionStartToCloseTimeout": "1000", 
        "taskList": { 
          "name": "444444444444" 
        }, 
        "taskPriority": null, 
        "childPolicy": "ABANDON", 
        "lambdaRole": "arn:aws:iam::444444444444:role/BasicSWFLambdaExecution" 
      }, 
      "openCounts": { 
        "openActivityTasks": 0, 
        "openDecisionTasks": 1, 
        "openTimers": 0, 
        "openChildWorkflowExecutions": 0, 
        "openLambdaFunctions": 0 
      }, 
      "latestActivityTaskTimestamp": null, 
    } 
  }
}

実行の完了

{ 
  "version": "0", 
  "id": "1111-2222-3333", 
  "detail-type": "Simple Workflow Execution State Change", 
  "source": "aws.swf", 
  "account": "444455556666", 
  "time": "2020-05-08T15:57:39Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:swf:us-east-1:444455556666:/domain/SimpleWorkflowUserSimulator" 
  ], 
  "detail": { 
    "eventId": 35, 
    "eventType": "WorkflowExecutionCompleted", 
    "workflowExecutionDetail": { 
      "executionInfo": { 
        "execution": { 
          "workflowId": "1234-5678-9012", 
          "runId": "777788889999" 
        }, 
        "workflowType": { 
          "name": "SimpleWorkflowUserSimulator", 
          "version": "myWorkflow" 
        }, 
        "startTimestamp": 1588953458820, 
        "closeTimestamp": 1588953459448, 
        "executionStatus": "CLOSED", 
        "closeStatus": "COMPLETED", 
        "parent": null, 
        "parentExecutionArn": null, 
        "tagList": null, 
        "cancelRequested": false 
      }, 
      "executionConfiguration": { 
        "taskStartToCloseTimeout": "60", 
        "executionStartToCloseTimeout": "1000", 
        "taskList": { 
          "name": "1111-1111-1111" 
        }, 
        "taskPriority": null, 
        "childPolicy": "ABANDON", 
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        "lambdaRole": "arn:aws:iam::444455556666:role/BasicSWFLambdaExecution" 
      }, 
      "openCounts": { 
        "openActivityTasks": 0, 
        "openDecisionTasks": 0, 
        "openTimers": 0, 
        "openChildWorkflowExecutions": 0, 
        "openLambdaFunctions": 0 
      }, 
      "latestActivityTaskTimestamp": 1588953459402, 
    } 
  }
}

実行の失敗

{ 
  "version": "0", 
  "id": "1111-2222-3333", 
  "detail-type": "Simple Workflow Execution State Change", 
  "source": "aws.swf", 
  "account": "444455556666", 
  "time": "2020-05-08T15:57:38Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:swf:us-east-1:444455556666:/domain/SimpleWorkflowUserSimulator" 
  ], 
  "detail": { 
    "eventId": 11, 
    "eventType": "WorkflowExecutionFailed", 
    "workflowExecutionDetail": { 
      "executionInfo": { 
        "execution": { 
          "workflowId": "1234-5678-9012", 
          "runId": "777788889999" 
        }, 
        "workflowType": { 
          "name": "SimpleWorkflowUserSimulator", 
          "version": "myWorkflow" 
        }, 
        "startTimestamp": 1588953158481, 
        "closeTimestamp": 1588953458560, 
        "executionStatus": "CLOSED", 
        "closeStatus": "FAILED", 
        "parent": null, 
        "parentExecutionArn": null, 
        "tagList": null, 
        "cancelRequested": false 
      }, 
      "executionConfiguration": { 
        "taskStartToCloseTimeout": "60", 
        "executionStartToCloseTimeout": "1000", 
        "taskList": { 
          "name": "1111-1111-1111" 
        }, 
        "taskPriority": null, 
        "childPolicy": "ABANDON", 
        "lambdaRole": "arn:aws:iam::444455556666:role/BasicSWFLambdaExecution" 
      }, 
      "openCounts": { 
        "openActivityTasks": 0, 
        "openDecisionTasks": 0, 
        "openTimers": 0, 
        "openChildWorkflowExecutions": 0, 
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        "openLambdaFunctions": 0 
      }, 
      "latestActivityTaskTimestamp": null, 
    } 
  }
}

実行のタイムアウト

{ 
  "version": "0", 
  "id": "1111-2222-3333", 
  "detail-type": "Simple Workflow Execution State Change", 
  "source": "aws.swf", 
  "account": "444455556666", 
  "time": "2020-05-05T17:26:30Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:swf:us-east-1:444455556666:/domain/SimpleWorkflowUserSimulator" 
  ], 
  "detail": { 
    "eventId": 6, 
    "eventType": "WorkflowExecutionTimedOut", 
    "workflowExecutionDetail": { 
      "executionInfo": { 
        "execution": { 
          "workflowId": "1234-5678-9012", 
          "runId": "777788889999" 
        }, 
        "workflowType": { 
          "name": "SimpleWorkflowUserSimulator", 
          "version": "myWorkflow" 
        }, 
        "startTimestamp": 1588698073748, 
        "closeTimestamp": 1588699590745, 
        "executionStatus": "CLOSED", 
        "closeStatus": "TIMED_OUT", 
        "parent": null, 
        "parentExecutionArn": null, 
        "tagList": null, 
        "cancelRequested": false 
      }, 
      "executionConfiguration": { 
        "taskStartToCloseTimeout": "60", 
        "executionStartToCloseTimeout": "1000", 
        "taskList": { 
          "name": "1111-1111-1111" 
        }, 
        "taskPriority": null, 
        "childPolicy": "ABANDON", 
        "lambdaRole": "arn:aws:iam::444455556666:role/BasicSWFLambdaExecution" 
      }, 
      "openCounts": { 
        "openActivityTasks": 1, 
        "openDecisionTasks": 0, 
        "openTimers": 0, 
        "openChildWorkflowExecutions": 0, 
        "openLambdaFunctions": 0 
      }, 
      "latestActivityTaskTimestamp": 1588699585802, 
    } 
  }
}
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実行が終了しました

{ 
  "version": "0", 
  "id": "1111-2222-3333", 
  "detail-type": "Simple Workflow Execution State Change", 
  "source": "aws.swf", 
  "account": "444455556666", 
  "time": "2020-05-08T22:37:26Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:swf:us-east-1:444455556666:/domain/canary" 
  ], 
  "detail": { 
    "eventId": 48, 
    "eventType": "WorkflowExecutionTerminated", 
    "workflowExecutionDetail": { 
      "executionInfo": { 
        "execution": { 
          "workflowId": "1234-5678-9012", 
          "runId": "777788889999" 
        }, 
        "workflowType": { 
          "name": "1111-1111-1111", 
          "version": "1.3" 
        }, 
        "startTimestamp": 1588977445279, 
        "closeTimestamp": 1588977446062, 
        "executionStatus": "CLOSED", 
        "closeStatus": "TERMINATED", 
        "parent": null, 
        "parentExecutionArn": null, 
        "tagList": null, 
        "cancelRequested": false 
      }, 
      "executionConfiguration": { 
        "taskStartToCloseTimeout": "60", 
        "executionStartToCloseTimeout": "120", 
        "taskList": { 
          "name": "1111-1111-1111-2222-2222-2222" 
        }, 
        "taskPriority": null, 
        "childPolicy": "TERMINATE", 
        "lambdaRole": null 
      }, 
      "openCounts": { 
        "openActivityTasks": 0, 
        "openDecisionTasks": 1, 
        "openTimers": 0, 
        "openChildWorkflowExecutions": 0, 
        "openLambdaFunctions": 0 
      }, 
      "latestActivityTaskTimestamp": 1588977445882, 
    } 
  }
}
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Amazon Simple Workflow Service のコンプライア
ンス検証

Amazon Simple Workflow Service のセキュリティとコンプライアンスは、AWS のさまざまなコンプラ
イアンスプログラムのパートとして、第三者の監査機関によって評価されます。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。

特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「コンプライア
ンスプログラムによる対象範囲内の AWS サービス」、「」を参照してください。一般的な情報について
は、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。

サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、 AWS Artifact でレポートをダウンロードするをご参照ください。

Amazon SWF を使用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貴社のコンプ
ライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンスに役立つ
以下のリソースを提供しています。

• セキュリティ＆コンプライアンスクイックスタートガイド – これらのデプロイガイドには、アーキテク
チャ上の考慮事項の説明と、AWS で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
をデプロイするためのステップが記載されています。

• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスのためのアーキテクチャ設計ホワイトペーパー – このホワ
イトペーパーは、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を説明しま
す。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックおよびガイドのコレクションは、ユーザーの業界
や地域で使用できるかもしれません。

• 『AWS Config デベロッパーガイド』の「ルールでのリソースの評価」 - AWS Config サービスは、リ
ソース設定が社内のプラクティス、業界のガイドライン、規制にどの程度準拠しているかを評価しま
す。

• AWS Security Hub– AWS のこのサービスは、AWS 内でのユーザーのセキュリティ状態に関する包括的
な見解を提供し、業界のセキュリティ標準、およびベストプラクティスに対するコンプライアンスを確
認するために役立ちます。

Amazon Simple Workflow Service の耐障害性
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に構築
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、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。

Amazon SWF では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップ
のニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。
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Amazon Simple Workflow Service でのインフラス
トラクチャセキュリティ

管理サービスである Amazon Simple Workflow Service は、ホワイトペーパー「Amazon Web Services: セ
キュリティプロセスの概要」で説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順によって
保護されています。

ネットワーク経由で Amazon SWF にアクセスするには、AWS が発行した API コールを使用します。クラ
イアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、Amazon SWF 
ではリソースベースのアクセスポリシーがサポートされているため、ソース IP アドレスに基づく制限を
含めることができます。また、Amazon SWF ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを管理することもできます。これによ
り、実質的に AWS ネットワーク内の特定の VPC からの Amazon SWF リソースへのネットワークアクセ
スが分離されます。

Amazon Simple Workflow Service での設定と脆弱
性の分析

構成および IT 管理は、AWS とお客様の間で共有される責任です。詳細については、AWS 責任共有モデ
ルを参照してください。
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Amazon Simple Workflow Service で
の AWS CLI の使用

Amazon Simple Workflow Service の機能の多くは AWS CLI からアクセスできます。AWS CLI では、AWS 
Management Console で Amazon SWF を使用したり、ときには Amazon SWF API および AWS Flow 
Framework を使用してプログラミングする代替方法を提供します。

たとえば、AWS CLI を使用して新しいワークフロータイプを登録できます。

aws swf register-workflow-type --domain MyDomain --name "MySimpleWorkflow" --workflow-
version "v1"

また、登録されたワークフロータイプをリストできます。

aws swf list-workflow-types --domain MyDomain --registration-status REGISTERED

この JSON のデフォルト出力の例を以下に示します。

{ 
    "typeInfos": [ 
        { 
            "status": "REGISTERED", 
            "creationDate": 1377471607.752, 
            "workflowType": { 
                "version": "v1", 
                "name": "MySimpleWorkflow" 
            } 
        }, 
        { 
            "status": "REGISTERED", 
            "creationDate": 1371454149.598, 
            "description": "MyDomain subscribe workflow", 
            "workflowType": { 
                "version": "v3", 
                "name": "subscribe" 
            } 
        } 
    ]
}

AWS CLI の Amazon SWF コマンドには、ワークフロー実行の開始と管理、アクティビティタスクのポー
リング、タスクハートビートの記録など、さまざまな機能があります。Amazon SWF コマンドの完全な
リスト、および使用可能な引数の説明とその使用法を示す例については、AWS CLI コマンドリファレンス
の「Amazon SWF コマンド」を参照してください。

AWS CLI コマンドは Amazon SWF API に密接に従っているため、AWS CLI を使用して基盤となる  
Amazon SWF API を学習できます。また、既存の API の知識を使用して、コマンドラインでコードのプロ
トタイプを作成したり Amazon SWF アクションを実行したりできます。

AWS CLI についての詳細はこちら、AWS Command Line Interface ユーザーガイド を参照してください。
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Amazon SWF API を使用する
開発オプション (p. 1) で説明された AWS SDK の使用に加えて、HTTP API を直接使用できます。

API を使用するには、ドメイン、ワークフローおよびアクティビティに使用するリージョンと一致する
SWF エンドポイントに HTTP リクエストを送信します。Amazon SWF の HTTP リクエストの作成の詳細
については、「Amazon SWF に対する HTTP リクエストの実行 (p. 133)」を参照してください。

このセクションでは、Amazon SWF を使用してワークフローを開発するための HTTP API の使用に関す
るベーシック情報について説明します。タイマーの使用、CloudTrail を使用したロギング、ワークフロー
のタグ付けなどのより高度な機能については、Amazon SWF の仕組み (p. 53) セクションで説明していま
す。

トピック
• Amazon SWF に対する HTTP リクエストの実行 (p. 133)
• Amazon SWF アクションのカテゴリ別リスト (p. 137)
• Amazon SWF での基本的なワークフローの作成 (p. 140)
• Amazon SWF によるドメインの登録 (p. 140)
• Amazon SWF でタイムアウト値を設定する (p. 141)
• Amazon SWF でワークフロータイプを登録する (p. 142)
• Amazon SWF でのアクティビティタイプの登録 (p. 143)
• AWS Lambda タスク (p. 143)
• Amazon SWF でのアクティビティワーカーの開発 (p. 148)
• Amazon SWF でのディサイダーの開発 (p. 151)
• Amazon SWF を使用したワークフロー実行の開始 (p. 156)
• タスクの優先順位の設定 (p. 157)
• Amazon SWF でのエラー処理 (p. 160)

Amazon SWF に対する HTTP リクエストの実行
どのAWSSDK では、POST リクエストメソッドを使用して、HTTP 経由で Amazon Simple Workflow 
Service (Amazon SWF) オペレーションを実行できます。POST メソッドでは、リクエストのヘッダーで
オペレーションを指定し、リクエストの本文に、オペレーションのデータを JSON 形式で入力します。

HTTP ヘッダーの内容
Amazon SWF では、HTTP リクエストのヘッダーに次の情報を入力する必要があります。

• hostAmazon SWF エンドポイント。
• x-amz-dateどの HTTP にもタイムスタンプを入力する必要がありますDateヘッダーまたはAWS x-
amz-date header(一部の HTTP クライアントライブラリでは、Dateヘッダー)。x-amz-date ヘッ
ダーがある場合、リクエストの認証時に Date ヘッダーは無視されます。

日付は、HTTP/1.1 RFC で規定されている次の 3 つ形式のいずれかで指定する必要があります。
• Sun, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT（RFC 822、RFC 1123 により更新）
• Sunday, 06-Nov-94 08:49:37 GMT（RFC 850、RFC 1036 により廃止）
• Sun Nov 6 08:49:37 1994 (ANSI C asctime() 形式)

• x-amzn-authorization 形式の署名付きリクエストパラメータ。

AWS3 AWSAccessKeyId=####,Algorithm=HmacSHA256, [,SignedHeaders=Header1;Header2;...]
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Signature=S(StringToSign)

AWS3— これはAWSリクエストに署名するために使用される認証バージョンを示す実装固有のタグ (現
在、Amazon SWF の場合、この値は常にです)。AWS3).

AWSAccessKeyId— あなたのAWSアクセスキー ID。

Algorithm— 文字列と署名の HMAC-SHA 値を作成するために使用されるアルゴリズ
ム。HmacSHA256またはHmacSHA1。

Signature— Base64 (アルゴリズム (StringToSign、SigningKey))。詳細については、「Amazon SWF 
用の HMAC-SHA 署名の生成 (p. 136)」を参照してください。

SignedHeaders— (オプション) 存在する場合、正規化された HttpHeaders 計算で使用されるすべての 
HTTP ヘッダーのリストを含める必要があります 1 つのセミコロンの文字 (;) (ASCII 文字 59) をリスト
値の区切り文字として使用する必要があります。

• x-amz-target— 次の形式で指定する、リクエストの送信先サービスおよびデータのオペレーション

com.amazonaws.swf.service.model.SimpleWorkflowService. + <action>

例えば、com.amazonaws.swf.service.model.SimpleWorkflowService.RegisterDomain
• content-type— タイプは JSON に、文字セットはに指定する必要があります。application/
json; charset=UTF-8

次に、ドメインを作成する HTTP リクエストのサンプルヘッダーの例を示します。

POST http://swf.us-east-1.amazonaws.com/ HTTP/1.1
Host: swf.us-east-1.amazonaws.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212 
 Firefox/3.6.25 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0E)
Accept: application/json, text/javascript, */*
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 115
Connection: keep-alive
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
X-Requested-With: XMLHttpRequest
X-Amz-Date: Fri, 13 Jan 2012 18:42:12 GMT
X-Amz-Target: com.amazonaws.swf.service.model.SimpleWorkflowService.RegisterDomain
Content-Encoding: amz-1.0
X-Amzn-Authorization: AWS3 
 AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE,Algorithm=HmacSHA256,SignedHeaders=Host;X-Amz-Date;X-
Amz-Target;Content-Encoding,Signature=tzjkF55lxAxPhzp/BRGFYQRQRq6CqrM254dTDE/EncI=
Referer: http://swf.us-east-1.amazonaws.com/explorer/index.html
Content-Length: 91
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache

{"name": "867530902", 
 "description": "music", 
 "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "60"}

以下に、対応する HTTP レスポンスの例を示します。

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: 4ec4ac3f-3e16-11e1-9b11-7182192d0b57
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HTTP 本文の内容
HTTP リクエストの本文には、HTTP リクエストのヘッダーで指定されたオペレーションのデータが含ま
れます。JSON データ形式を使用すると、データ値とデータ構造を同時に送信できます。エレメントは、
ブラケット表記を使用することで他のエレメント内にネストすることができます。次の例では、指定され
た 2 つのポイント間で開始されたすべてのワークフローの実行を、Unix Time 表記を使用して一覧表示す
るリクエストを示しています。

{ 
 "domain": "867530901", 
 "startTimeFilter": 
 { 
   "oldestDate": 1325376070, 
  "latestDate": 1356998399 
 }, 
 "tagFilter": 
 { 
   "tag": "music purchase" 
 }
}

Amazon SWF JSON のリクエストと応答のサンプル
次の例は、以前に作成したドメインの説明に関する Amazon SWF へのリクエストを示しています。次
に、Amazon SWF レスポンスが表示されます。

HTTP POST リクエスト

POST http://swf.us-east-1.amazonaws.com/ HTTP/1.1
Host: swf.us-east-1.amazonaws.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212 
 Firefox/3.6.25 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0E)
Accept: application/json, text/javascript, */*
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 115
Connection: keep-alive
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
X-Requested-With: XMLHttpRequest
X-Amz-Date: Sun, 15 Jan 2012 03:13:33 GMT
X-Amz-Target: com.amazonaws.swf.service.model.SimpleWorkflowService.DescribeDomain
Content-Encoding: amz-1.0
X-Amzn-Authorization: AWS3 
 AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE,Algorithm=HmacSHA256,SignedHeaders=Host;X-Amz-Date;X-
Amz-Target;Content-Encoding,Signature=IFJtq3M366CHqMlTpyqYqd9z0ChCoKDC5SCJBsLifu4=
Referer: http://swf.us-east-1.amazonaws.com/explorer/index.html
Content-Length: 21
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache

{"name": "867530901"}

Amazon SWF レスポンス

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 137
Content-Type: application/json
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x-amzn-RequestId: e86a6779-3f26-11e1-9a27-0760db01a4a8

{"configuration": 
  {"workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "60"}, 
 "domainInfo": 
  {"description": "music", 
   "name": "867530901", 
   "status": "REGISTERED"}
}

プロトコル (HTTP/1.1) の後にステータスコード (200) が付いていることに注意してください。コードの
値 200 は、オペレーションが成功したことを示します。

Amazon SWF では、null 値をシリアル化しません。JSON パーサーをリクエストに対する null 値をシリア
ル化するように設定している場合、Amazon SWF ではそれらの値が無視されます。

Amazon SWF 用の HMAC-SHA 署名の生成
Amazon SWF へのリクエストはすべて認証されている必要があります。-AWSSDK は自動的にリクエスト
に署名し、トークンベースの認証を管理します。ただし、独自の HTTP POST リクエストを作成する場合
は、リクエストの認証の一部として HTTP POST Header コンテンツの x-amzn-authorization 値を作
成する必要があります。

ヘッダーの書式設定の詳細については、「HTTP ヘッダーの内容 (p. 133)」を参照してください。向けの
AWS SDK for Javaの実装AWSバージョン 3 の署名、を参照してください。AWSSigner.javaクラス。

リクエスト署名の作成
HMAC-SHA リクエスト署名を作成する前に、AWS 認証情報 (アクセスキー ID とシークレットキー) を取
得する必要があります。

Important

SHA1 または SHA256 のいずれかを使用してリクエストに署名できます。ただし、署名プロ
セス全体で同じ方法を使用するようにしてください。選択するメソッドは、HTTP ヘッダーの
Algorithm 名の値と一致する必要があります。

リクエストの署名を作成するには

1. HTTP リクエストヘッダーの正規形式を作成します。HTTP ヘッダーの正規形式には次のものが含ま
れます。

• host
• x-amz- で始まるヘッダー要素

含まれるヘッダーの詳細については、「HTTP ヘッダーの内容 (p. 133)」を参照してください。

a. 各ヘッダー名と値のペアについて、ヘッダー名 (ヘッダー値ではない) を小文字に変換します。
b. カンマ区切りのヘッダー値にヘッダー名のマップを作成します。

x-amz-example: value1
x-amz-example: value2  =>  x-amz-example:value1,value2

詳細については、RFC 2616 のセクション 4.2 を参照してください。
c. ヘッダー名と値のペアごとに、名前と値のペアを headerName:headerValue 形式の文字列に

変換します。headerName と headerValue の両方の先頭と末尾にある空白を削除します。コロ
ンの前後に空白が無いようにします。
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x-amz-example1:value1,value2
x-amz-example2:value3

d. 最後の文字列も含め、変換された各文字列の後に改行 (U+000A) を挿入します。
e. 変換された文字列のコレクションをヘッダー名ごとに並べ替えます。

2. 以下の項目を含む署名文字列の値を作成します。

• Line1: HTTP メソッド (POST)、その後に改行が続きます。
• Line2: リクエスト URI (/)、その後に改行が続きます。
• Line3: 空の文字列、その後に改行が続きます。

Note

通常、クエリ文字列はここに表示されますが、Amazon SWF ではクエリ文字列を使用しま
せん。

• Lines4–n: ステップ 1 で作成した正規化されたリクエストヘッダーを表す文字列。改行が続きま
す。この改行はヘッダーと HTTP リクエストの本文の間に空白行を作成します。詳細について
は、RFC 2616を参照してください。

• リクエストの本文、改行は続きません。
3. 署名文字列の値の SHA256 または SHA1 ダイジェストを計算します。プロセス全体で同じ SHA メ

ソッドを使用します。
4. 前の手順の結果として得られた値の SHA256 または SHA1 ダイジェスト (使用した方法に応じる) 

と、の一時的なシークレットアクセスキーのいずれかを使用して、HMAC-SHA を計算して Base64 エ
ンコードします。AWSを使用したSecurity Token ServiceGetSessionTokenAPI アクション。

Note

Amazon SWF は等号 (=) は、Base64 エンコードされた HMAC-SHA 値の末尾にありま
す。Base64 エンコードルーチンに等号が追加されていない場合は、値の最後に 1 を追加し
ます。

Amazon SWF などを使用した一時的なセキュリティ認証情報の使用方法の詳細については、AWS
サービス、「」を参照してください。AWSIAM と連携するサービスのIAM ユーザーガイド。

5. 結果の値を、Signature内の名前x-amzn-authorizationAmazon SWF への HTTP リクエストの
ヘッダー。

6. Amazon SWF はリクエストを検証し、指定されたオペレーションを実行します。

Amazon SWF アクションのカテゴリ別リスト
このセクションでは、Amazon SWF アプリケーションプログラミングインターフェイス (API) における 
Amazon SWF アクションのリファレンストピックを示します。これらは機能カテゴリ別に一覧表示されま
す。

アクションの アルファベット順 のリストについては、Amazon Simple Workflow Service API リファレン
ス を参照してください。

トピック
• アクティビティに関連するアクション (p. 138)
• ディサイダーに関連するアクション (p. 138)
• ワークフロー実行に関連するアクション (p. 138)
• 管理に関するアクション (p. 138)
• アクションの可視化 (p. 139)
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アクティビティに関連するアクション
アクティビティワーカーは PollForActivityTask を使用して新しいアクティビティタスクを取得しま
す。ワーカーは Amazon SWF からアクティビティタスクを受け取った後、タスクを実行し、成功した場
合 RespondActivityTaskCompleted または失敗した場合は、RespondActivityTaskFailed を使
用して応答します。

アクティビティワーカーによって実行されるアクションを以下に示します。

• PollForActivityTask
• RespondActivityTaskCompleted
• RespondActivityTaskFailed
• RespondActivityTaskCanceled
• RecordActivityTaskHeartbeat

ディサイダーに関連するアクション
ディサイダーは PollForDecisionTask を使用して決定タスクを取得します。ディサイダーは Amazon 
SWF からデシジョンタスクを受け取った後、そのワークフロー実行履歴を調べて、次の動作を決定しま
す。決定タスクを完了するために RespondDecisionTaskCompleted が呼び出され、ゼロ以上の次の判
断が提供されます。

ディサイダーによって実行されるアクションを以下に示します。

• PollForDecisionTask
• RespondDecisionTaskCompleted

ワークフロー実行に関連するアクション
次のアクションはワークフロー実行で動作します。

• RequestCancelWorkflowExecution
• StartWorkflowExecution
• SignalWorkflowExecution
• TerminateWorkflowExecution

管理に関するアクション
Amazon SWF コンソールから管理タスクを実行できますが、このセクションのアクションを使用して機能
を自動化したり、独自の管理ツールを構築したりできます。

アクティビティ管理
• RegisterActivityType
• DeprecateActivityType

ワークフロー管理
• RegisterWorkflowType
• DeprecateWorkflowType

API バージョン 2012-01-25
138

https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_PollForActivityTask.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RespondActivityTaskCompleted.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RespondActivityTaskFailed.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RespondActivityTaskCanceled.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RecordActivityTaskHeartbeat.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_PollForDecisionTask.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RespondDecisionTaskCompleted.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RequestCancelWorkflowExecution.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_StartWorkflowExecution.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_SignalWorkflowExecution.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_TerminateWorkflowExecution.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RegisterActivityType.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_DeprecateActivityType.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RegisterWorkflowType.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_DeprecateWorkflowType.html


Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド
アクションの可視化

ドメイン管理
これらのアクションを使用して、Amazon SWF ドメインの登録および廃止ができます。

• RegisterDomain
• DeprecateDomain

これらのドメイン管理アクションの詳細と例については、「Amazon SWF によるドメインの登
録 (p. 140)」を参照してください。

ワークフロー実行管理
• RequestCancelWorkflowExecution
• TerminateWorkflowExecution

アクションの可視化
Amazon SWF コンソールから可視性アクションを実行できますが、このセクションのアクションを使用し
て、独自のコンソールまたは管理ツールを作成できます。

アクティビティの可視化
• ListActivityTypes
• DescribeActivityType

ワークフローの可視化
• ListWorkflowTypes
• DescribeWorkflowType

ワークフロー実行の可視化
• DescribeWorkflowExecution
• ListOpenWorkflowExecutions
• ListClosedWorkflowExecutions
• CountOpenWorkflowExecutions
• CountClosedWorkflowExecutions
• GetWorkflowExecutionHistory

ドメインの可視化
• ListDomains
• DescribeDomain

タスクリストの可視化
• CountPendingActivityTasks
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• CountPendingDecisionTasks

Amazon SWF での基本的なワークフローの作成
基本的なシーケンシャルワークフローを作成するには、次のステージが必要です。

• ワークフローのモデリング、タイプの登録、アクティビティタイプの登録
• アクティビティタスクを実行するアクティビティワーカーの開発と起動
• ワークフロー履歴を使用して、次に何をすべきかを判断するディサイダーを開発して起動する
• ワークフロースターター、つまりワークフロー実行を開始するアプリケーションの開発と起動

ワークフローおよびアクティビティのモデル化
Amazon SWF を使用するには、アクティビティとしてアプリケーション内の論理ステップをモデル化しま
す。アクティビティは、ワークフロー内の単一の論理的なステップまたはタスクを表します。たとえば、
クレジットカードを認可することは、クレジットカード番号および他の情報を提供すること、および、
カードが拒否されたという承認コードやメッセージを受信することを含むアクティビティです。

アクティビティの定義に加えて、判断ポイントを扱う調整ロジックも定義する必要があります。たとえ
ば、調整ロジックは、クレジットカードが承認されたか、または拒否されたかに応じて、異なるフォロー
アップアクティビティをスケジュールすることがあります。

次の図は、4 つのアクティビティ (注文の確認、クレジットカードに請求、注文を出荷、記録の完了) を含
む顧客の注文ワークフローの例を示しています。

Amazon SWF によるドメインの登録
ワークフローとアクティビティの種類とワークフローの実行自体はすべてドメインにスコープされていま
す。ドメインは、同じアカウント内の他のメンバーからタイプのセット、実行、およびタスクリストを分
離します。

AWS Management Console または Amazon SWF API の RegisterDomain アクションを使用して、ドメ
インを登録できます。次の例では、API を使用します。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RegisterDomain
{ 
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以下の資料も参照してください。

  "name" : "867530901", 
  "description" : "music", 
  "workflowExecutionRetentionPeriodInDays" : "60"
}   

パラメータは JavaScript Object Notation (JSON) 形式で指定します。ここで、保持期間は 60 日間に設定
されています。保持期間中に、ワークフロー実行に関するすべての情報は、AWS Management Console ま
たは Amazon SWF API のいずれかを使用した可視化オペレーションを通じて利用できます。

ドメインを登録したら、ワークフロータイプとワークフローで使用されるアクティビティタイプを登録す
る必要があります。登録されたドメイン名は、ワークフローおよびアクティビティタイプの登録に必要な
情報の一部であるため、まずドメインを登録する必要があります。

以下の資料も参照してください。
Amazon Simple Workflow Service API リファレンスの RegisterDomain

Amazon SWF でタイムアウト値を設定する
トピック

• タイムアウト値のクォータ (p. 141)
• ワークフロー実行と決定タスクのタイムアウト (p. 141)
• アクティビティタスクのタイムアウト (p. 142)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 142)

タイムアウト値のクォータ
タイムアウト値は常に秒で表され、ワークフローやアクティビティの最大実行制限である 1 年 (31536000 
秒) までの範囲で、何秒にでも設定できます。特殊な値 NONE は、タイムアウトパラメータを「制限なし」
または無限に設定するときに使用しますが、最大制限の 1 年は適用されます。

ワークフロー実行と決定タスクのタイムアウト
ワークフロータイプを登録するときに、ワークフローや決定タスクにタイムアウト値を設定できます。例:

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RegisterWorkflowType
{ 
  "domain": "867530901", 
  "name": "customerOrderWorkflow", 
  "version": "1.0", 
  "description": "Handle customer orders", 
  "defaultTaskStartToCloseTimeout": "600", 
  "defaultExecutionStartToCloseTimeout": "3600", 
  "defaultTaskList": { "name": "mainTaskList" }, 
  "defaultChildPolicy": "TERMINATE"
}      

このワークフロータイプの登録では、defaultTaskStartToCloseTimeout を 600 秒 (10 分)、および
defaultExecutionStartToCloseTimeout を 3600 秒 (1 時間) に設定します。

ワークフロータイプの登録の詳細については、「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の
「Amazon SWF でワークフロータイプを登録する (p. 142)」および「RegisterWorkflowType」を参
照してください。

API バージョン 2012-01-25
141

https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RegisterDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RegisterWorkflowType.html#SWF-RegisterWorkflowType-request-defaultTaskStartToCloseTimeout
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RegisterWorkflowType.html#SWF-RegisterWorkflowType-request-defaultExecutionStartToCloseTimeout
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/apireference/API_RegisterWorkflowType.html


Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド
アクティビティタスクのタイムアウト

defaultExecutionStartToCloseTimeout に設定されている値を上書きするに
は、executionStartToCloseTimeout  を指定します。

アクティビティタスクのタイムアウト
アクティビティタイプを登録するときに、アクティビティタスクにタイムアウト値を設定できます。例:

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RegisterActivityType
{ 
  "domain": "867530901", 
  "name": "activityVerify", 
  "version": "1.0", 
  "description": "Verify the customer credit", 
  "defaultTaskStartToCloseTimeout": "600", 
  "defaultTaskHeartbeatTimeout": "120", 
  "defaultTaskList": { "name": "mainTaskList" }, 
  "defaultTaskScheduleToStartTimeout": "1800", 
  "defaultTaskScheduleToCloseTimeout": "5400"
}      

このアクティビティタイプの登録では、defaultTaskStartToCloseTimeout を 600 秒 (10 
分)、defaultTaskHeartbeatTimeout を 120 秒 (2 分)、defaultTaskScheduleToStartTimeout
を 1800 秒 (30 分)、および defaultTaskScheduleToCloseTimeout を 5400 秒 (1.5 時間) に設定しま
す。

アクティビティタイプの登録の詳細については、「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」
の「Amazon SWF でのアクティビティタイプの登録 (p. 143)」および「RegisterActivityType」を
参照してください。

defaultTaskStartToCloseTimeout に設定されている値を上書きするには、アクティビティタスクを
スケジュールを設定するときに taskStartToCloseTimeout を指定します。

以下の資料も参照してください。
Amazon SWF タイムアウトの種類  (p. 168)

Amazon SWF でワークフロータイプを登録する
このセクションで説明する例では、Amazon SWF API を使用してワークフロータイプを登録します。登録
中に指定する名前とバージョンは、ワークフロータイプの一意の識別子を形成します。指定されたドメイ
ンは、RegisterDomain API アクションを使用して既に登録されている必要があります。

次の例のタイムアウトパラメータは秒単位で指定された期間値で
す。defaultTaskStartToCloseTimeout パラメータでは、長さの指定子 NONE
を使用して、タイムアウトなしを指定することができます。ただし、NONE の値を
defaultExecutionStartToCloseTimeout に指定することはできません。実行ワークフローが実行で
きる時間は最大で 1 年間の制限があります。この制限を超えると、ワークフロー実行が必ずタイムアウト
します。defaultExecutionStartToCloseTimeout に 1 年より大きい値を指定すると、登録が失敗し
ます。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RegisterWorkflowType
{ 
  "domain" : "867530901", 
  "name" : "customerOrderWorkflow", 
  "version" : "1.0", 
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以下の資料も参照してください。

  "description" : "Handle customer orders", 
  "defaultTaskStartToCloseTimeout" : "600", 
  "defaultExecutionStartToCloseTimeout" : "3600", 
  "defaultTaskList" : { "name": "mainTaskList" }, 
  "defaultChildPolicy" : "TERMINATE"
}   

以下の資料も参照してください。
Amazon Simple Workflow Service API リファレンスのRegisterWorkflowType

Amazon SWF でのアクティビティタイプの登録
次の例では、Amazon SWF API を使用して、アクティビティタイプを登録します。登録中に指定する名前
とバージョンは、ドメイン内のアクティビティタイプの一意の識別子を形成します。指定されたドメイン
は、RegisterDomain アクションを使用して既に登録されている必要があります。

この例のタイムアウトパラメータは秒単位で指定された期間値です。長さの指定子 NONE を使用して、タ
イムアウトなしを指定することができます。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RegisterActivityType
{ 
  "domain" : "867530901", 
  "name" : "activityVerify", 
  "version" : "1.0", 
  "description" : "Verify the customer credit", 
  "defaultTaskStartToCloseTimeout" : "600", 
  "defaultTaskHeartbeatTimeout" : "120", 
  "defaultTaskList" : { "name" : "mainTaskList" }, 
  "defaultTaskScheduleToStartTimeout" : "1800", 
  "defaultTaskScheduleToCloseTimeout" : "5400"
}   

以下の資料も参照してください。
Amazon Simple Workflow Service API リファレンスのRegisterActivityType

AWS Lambda タスク
トピック

• AWS Lambda について (p. 143)
• Lambda タスクを使用する利点と制限 (p. 144)
• ワークフローでの Lambda タスクの使用 (p. 144)

AWS Lambda について
AWS Lambdaは、カスタムコードによって生成されるイベント、またはさまざまなから生成されるイベ
ントに応答してコードを実行する、完全マネージド型のコンピューティングサービスです。AWSAmazon 
S3、DynamoDB、Amazon Kinesis、Amazon SNS、Amazon Cognitoなどのサービスです。Lambda の詳
細については、「AWS Lambda デベロッパーガイドhttps://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/」を参
照してください。
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Amazon シンプルワークフローサービスでは、従来の Amazon SWF アクティビティの代わりに、または
それと一緒に Lambda 関数を実行できるように、Lambda タスクが用意されています。

Important

おれのAWSアカウントに代わって Amazon SWF によって実行された Lambda 実行 (リク
エスト) の料金は、アカウントに課金されます。Lambda 料金の詳細については、https://
aws.amazon.com/lambda/pricing/。

Lambda タスクを使用する利点と制限
従来の Amazon SWF アクティビティの代わりに Lambda タスクを使用することには、多くの利点があり
ます。

• Lambda タスクは、Amazon SWF アクティビティタイプのように登録またはバージョン管理する必要は
ありません。

• 既にワークフローで定義している既存の Lambda 関数を使用できます。
• Lambda 関数は Amazon SWF によって直接呼び出されます。従来のアクティビティで行う必要があるた

め、ワーカープログラムを実装する必要はありません。
• Lambda では、関数の実行を追跡し分析するためのメトリクスとログが用意されています。

Lambda タスクには注意すべきいくつかの制限があります。

• Lambda タスクは、AWSLambda をサポートしているリージョン。「」を参照してください。Lambda 
リージョンとエンドポイントのAmazon Web Services 全般リファレンスLambda で現在サポートされて
いるリージョンの詳細については。

• Lambda タスクは現在、base SWF HTTP API と AWS Flow Framework for Java でのみサポートされて
います。現在、AWS Flow Framework for Ruby には、Lambda タスクのサポートはありません。

ワークフローでの Lambda タスクの使用
Amazon SWF ワークフローで Lambda タスクを使用するには、以下の操作が必要です。

1. IAM ロールをセットアップして、Lambda 関数を呼び出すアクセス権限を Amazon SWF に付与しま
す。

2. IAM ロールをワークフローにアタッチします。
3. ワークフロー実行に Lambda 関数を呼び出します。

IAM ロールのセットアップ
Amazon SWF から Lambda 関数を呼び出す前に、Amazon SWF から Lambda へのアクセスを提供する 
IAM ロールを提供する必要があります。次のいずれかを実行できます。

• 定義済みのロールを選択し、AWSLambdaRoleを使用して、アカウントに関連付けられている Lambda 
関数を呼び出すアクセス許可をワークフローに付与します。

• 独自のポリシーと関連ロールを定義して、Amazon リソースネーム (ARN) で指定された特定の Lambda 
関数を呼び出すアクセス許可をワークフローに付与します。

IAM ロールのアクセス許可を制限する

Amazon SWF に提供する IAM ロールに対するアクセス許可を制限するには、SourceArnそし
てSourceAccountリソースの信頼ポリシーのコンテキストキー。これらのキーは、IAM ポリシーの使用
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を制限し、指定されたドメイン ARN に属する Amazon Simple Workflow Service 実行からのみ使用され
るようにします。両方のグローバル条件コンテキストキーを同じポリシーステートメントで使用する場
合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値で参照されるアカウントは、同じアカウント ID を使
用する必要があります。

以下の信頼ポリシーの例では、SourceArnIAM サービスロールが属する Amazon シンプルワークフロー
サービスの実行でのみ使用されるように制限するためのコンテキストキーsomeDomainアカウント内で
は、123456789012。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
     { 
       "Sid": "", 
       "Effect": "Allow", 
       "Principal": { 
         "Service": "swf.amazonaws.com" 
       }, 
       "Action": "sts:AssumeRole", 
       "Condition": { 
         "ArnLike": { 
           "aws:SourceArn": "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/someDomain" 
       } 
      } 
    } 
  ]
}

以下の信頼ポリシーの例では、SourceAccountIAM サービスロールをアカウント内の Amazon シンプル
ワークフローサービスの実行でのみ使用するように制限するコンテキストキー。123456789012。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
     { 
       "Sid": "", 
       "Effect": "Allow", 
       "Principal": { 
         "Service": "swf.amazonaws.com" 
       }, 
       "Action": "sts:AssumeRole", 
       "Condition": { 
         "StringLike": { 
           "aws:SourceAccount": "123456789012" 
       } 
      } 
    } 
  ]
}

Amazon SWF に任意の Lambda ロールを呼び出すためのアクセス権を付与する

あらかじめ定義されたロールを使用することもできます。AWSLambdaRoleでは、Amazon SWF ワークフ
ローに、アカウントに関連付けられている Lambda 関数を呼び出すことができます。

を使用するにはAWSLambdaRoleLambda 関数を呼び出すアクセス権を付与するには

1. Amazon IAM コンソールを開きます。
2. [Roles] を選択してから [Create New Role] を選びます。
3. ロールに swf-lambda などの名前を付け、[Next Step] を選択します。
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4. []AWSサービスロールで、Amazon SWF　を選択し、次のステップ。
5. リポジトリの []ポリシーのアタッチ[] 画面で、AWSLambdaRoleリストから。
6. ロールを確認したら、[Next Step] を選択してから、[Create Role] を選択します。

特定の Lambda 関数を呼び出すためのアクセスを提供する IAM ロールを定義する

ワークフローから特定の Lambda 関数を呼び出すためのアクセスを提供する場合は、独自の IAM ポリシー
を定義する必要があります。

特定の Lambda 関数へのアクセスを提供する IAM ポリシーを作成するには

1. Amazon IAM コンソールを開きます。
2. [Policies] を選択して、[Create Policy] を選択します。
3. 選択のコピーAWS管理ポリシーを選択し、AWSLambdaRoleリストから。ポリシーが生成されます。

必要に応じて名前と説明を編集することもできます。
4. 左リソースのフィールドポリシードキュメントで、Lambda 関数の ARN を追加します。例:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "lambda:InvokeFunction" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:lambda:us-east-1:111111000000:function:hello_lambda_function" 
      ] 
    } 
  ]
}

Note

IAM ロールでリソースを指定する方法の詳細については、「」を参照してください。IAM ポ
リシーの概要にIAM の使用。

5. [Create Policy] を選択してポリシーの作成を完了します。

次に、新しい IAM ロールを作成するときにこのポリシーを選択し、そのロールを使用して、Amazon SWF 
ワークフローへの呼び出しアクセス権を付与できます。この手順は、を使用してロールを作成する場合と
非常によく似ています。AWSLambdaRoleポリシー。代わりに、ロールを作成するときに独自のポリシー
を選択します。

Lambda ポリシーを使用して Amazon SWF ロールを作成するには

1. Amazon IAM コンソールを開きます。
2. [Roles] を選択してから [Create New Role] を選びます。
3. ロールに swf-lambda-function などの名前を付け、[Next Step] を選択します。
4. []AWSサービスロールで、Amazon SWF　を選択し、次のステップ。
5. リポジトリの []ポリシーのアタッチ[] 画面で、リストから [Lambda 関数固有のポリシーを選択しま

す。
6. ロールを確認したら、[Next Step] を選択してから、[Create Role] を選択します。
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IAM ロールをワークフローにアタッチします。
IAM ロールを定義したら、それを使用してアクセス権を付与した Lambda 関数を呼び出すワークフローに
そのロールをアタッチする必要があります。

ワークフローにロールをアタッチできる場所は 2 つあります。

• ワークフロータイプの登録中。次に、このロールは、そのワークフロータイプのすべての実行のデフォ
ルトの Lambda ロールとして使用できます。

• ワークフロー実行の開始時。このロールは、このワークフローの実行中 (および実行全体を通じて) のみ
使用されます。

ワークフロータイプのデフォルトの Lambda ロールを提供するには

• 呼び出し時RegisterWorkflowタイプして、defaultLambdaRoleフィールドを、定義したロールの ARN 
に設定します。

ワークフロー実行中に Lambda ロールを提供するには

• 呼び出し時StartWorkflowExecution、LambdaRole フィールドを、定義したロールの ARN に設定しま
す。

Note

アカウントが呼び出ししている場合RegisterWorkflowタイプまたはStartWorkflowExecution に特
定のロールを使用するアクセス権限がない場合、呼び出しはOperationNotPermittedFault。

Amazon SWF ワークフローから Lambda 関数を呼び出す
♪ScheduleLambdaFunctionDecisionワークフロー実行中に呼び出す Lambda 関数を識別する属性データ
型。

への通話中RespondDecisionTaskCompletedで、ScheduleLambdaFunctionDecision意思決定リストに属
性。例:

{ 
  "decisions": [{ 
    "ScheduleLambdaFunctionDecisionAttributes": { 
      "id": "lambdaTaskId", 
      "name": "myLambdaFunctionName", 
      "input": "inputToLambdaFunction", 
      "startToCloseTimeout": "30" 
    }, 
  }],
}

以下のパラメータを設定します。

• Lambda タスクの識別子を示す id。これは 1～256 文字の文字列である必要があり、: (コロン)、/ (ス
ラッシュ)、| (垂直棒)、またはその他の制御文字 (\u0000～\u001f、\u007f～\u009f)、リテラル文字列
arn を含めることはできません。

• Lambda 関数名の名前を示す name。Amazon SWF ワークフローは、Lambda 関数を呼び出すアクセス
権を付与する IAM ロールで提供する必要があります。提供される名前は、の制約に従う必要がありま
す。FunctionNameLambda Invoke アクションのようなパラメータです。

• 関数のオプションの入力データを示す input。設定されている場合、これはの制約に従う必要がありま
す。ClientContextLambda Invoke アクションのようなパラメータです。
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• startToCloseタイムアウトオプションの最大期間 (秒数) を使用して、タスクがタイムアウト例外で失敗
するまでに関数の実行にかかる最大期間 (秒数) を指定します。値 NONE を使用して、無制限の期間を
指定することができます。

詳細については、「」を参照してください。を実装するAWS Lambdaタスク

Amazon SWF でのアクティビティワーカーの開発
アクティビティワーカーは、1 つ以上のアクティビティタイプの実装を提供します。アクティビティワー
カーは、Amazon SWF と通信してアクティビティタスクを受け取り、実行します。同じアクティビティ
タイプのアクティビティタスクを実行する複数のアクティビティワーカーのフリートを持つことができま
す。

Amazon SWF は、ディサイダーがアクティビティタスクをスケジュールするときに、アクティビティワー
カーがアクティビティタスクを使用できるようにします。ディサイダーがアクティビティタスクをスケ
ジュールするときに、アクティビティワーカーがアクティビティタスクを実行するために必要なデータ 
(ユーザーが決定) を提供します。Amazon SWF は、アクティビティワーカーに送信する前に、このデータ
をアクティビティタスクに挿入します。

アクティビティワーカーは、ユーザーによって管理されます。アクティビティワーカーは任意の言語
で記述できます。ワーカーは、API を通じて Amazon SWF と通信できる限り、どこでも実行できま
す。Amazon SWF はアクティビティタスクを実行するために必要なすべての情報を提供するため、すべて
のアクティビティワーカーはステートレスにすることができます。ステートレスであることにより、ワー
クフローは高度にスケーラブルになり、高いキャパシティー要件を処理して、より多くのアクティビティ
ワーカーを追加できます。

このセクションでは、アクティビティワーカーを実装する方法を説明します。アクティビティワーカーは
繰り返し次の操作を行う必要があります。

1. アクティビティタスクについて Amazon SWF をポーリングします。
2. タスクの実行を開始する。
3. タスクの存続期間が長い場合は、ハートビートを Amazon SWF に定期的に報告する。
4. タスクが完了または失敗したことを報告し、結果を Amazon SWF に返す。

トピック
• アクティビティタスクのポーリング (p. 148)
• アクティビティタスクの実行 (p. 149)
• アクティビティタスクのハートビートの報告 (p. 149)
• アクティビティタスクの完了または失敗 (p. 150)
• アクティビティワーカーの起動 (p. 151)

アクティビティタスクのポーリング
アクティビティタスクを実行するには、各アクティビティワーカーは定期的に PollForActivityTask
アクションを呼び出して Amazon SWF をポーリングする必要があります。

次の例では、アクティビティワーカー ChargeCreditCardWorker01 は、タスクリスト
ChargeCreditCard-v0.1 でタスクをポーリングします。アクティビティタスクを使用できない場
合、Amazon SWF は 60 秒後に空のレスポンスを送信します。空のレスポンスは、taskToken の値が空
の文字列になっている Task 構造です。
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https://swf.us-east-1.amazonaws.com
PollForActivityTask
{ 
  "domain" : "867530901", 
  "taskList" : { "name": "ChargeCreditCard-v0.1" }, 
  "identity" : "ChargeCreditCardWorker01"
}      

アクティビティタスクが使用可能になると、Amazon SWF はそれをアクティビティワーカーに返します。
タスクには、アクティビティをスケジュールするときにディサイダーが指定するデータが含まれます。

アクティビティワーカーがアクティビティタスクを受け取ると、ワークを実行する準備が整います。次の
セクションでは、アクティビティタスクの実行に関する情報を示します。

アクティビティタスクの実行
アクティビティワーカーがアクティビティタスクを受け取ると、そのタスクを実行する準備が整います。

アクティビティタスクを実行するには

1. タスクの入力フィールドでコンテンツの内容を解釈するようにアクティビティワーカーをプログラム
します。このフィールドには、タスクがスケジュールされたときにディサイダーによって指定された
データが含まれます。

2. アクティビティワーカーがデータの処理を処理し、ロジックを実行するようにプログラムします。

次のセクションでは、長時間実行されるアクティビティについて Amazon SWF にステータスの更新を提
供するようにアクティビティワーカーをプログラムする方法について説明します。

アクティビティタスクのハートビートの報告
ハートビートタイムアウトがアクティビティタイプに登録された場合、アクティビティワーカーはハート
ビートタイムアウトを超える前にハートビートを記録する必要があります。アクティビティタスクがタイ
ムアウト内にハートビートを提供しない場合、タスクはタイムアウトし、Amazon SWF がそれをクローズ
して新しい決定タスクをスケジュールします。それにより、タイムアウトについてディサイダーに通知し
ます。次に、ディサイダーは、アクティビティタスクを再スケジュールするか、別のアクションを実行で
きます。

アクティビティワーカーがタイムアウト後に (RespondActivityTaskCompleted の呼び出しなどによ
り) Amazon SWF への接続を試みると、Amazon SWF は UnknownResource エラーを返します。

このセクションでは、アクティビティのハートビートを提供する方法を説明します。

アクティビティタスクのハートビートを記録するには、RecordActivityTaskHeartbeat アクションを
呼び出すようにアクティビティワーカーをプログラムします。このアクションにより、アプリケーション
にとって有効な方法で進捗状況を数量化するための自由形式のデータを保存するために使用できる文字列
フィールドも提供されます。

この例では、アクティビティワーカーは Amazon SWF へのハートビートを報告し、詳細フィールドを使
用して、アクティビティタスクが 40 パーセント完了したことを報告しています。ハートビートを報告す
るには、アクティビティワーカーはアクティビティタスクのタスクトークンを指定する必要があります。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RecordActivityTaskHeartbeat
{ 
  "taskToken" : "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223", 
  "details" : "40"
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}      

このアクション自体では、ワークフロー実行履歴にイベントは作成されません。ただし、タスクがタイ
ムアウトすると、ワークフロー実行履歴には、アクティビティワーカーによって生成された最後のハート
ビートからの情報が含まれた ActivityTaskTimedOut イベントが含まれます。

アクティビティタスクの完了または失敗
アクティビティワーカーは、タスクの実行後に、アクティビティタスクの完了または失敗を報告します。

アクティビティタスクの完了
アクティビティタスクを完了するには、アクティビティタスクを正常に完了した後で
RespondActivityTaskCompleted アクションを呼び出し、タスクトークンを指定するようにアクティ
ビティワーカーをプログラムします。

この例で、アクティビティワーカーは、タスクが正常に完了したことを示します。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondActivityTaskCompleted
{ 
  "taskToken": "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223", 
  "results": "40"
}         

アクティビティが完了すると、Amazon SWF はアクティビティが関連付けられたワークフロー実行の新し
い決定タスクをスケジュールします。

対象のタスクの完了後に、別のアクティビティタスクをポーリングするようにアクティビティワーカーを
プログラムします。これにより、アクティビティワーカーが継続的にタスクをポーリングして完了する
ループが作成されます。

アクティビティが StartToCloseTimeout 期間内に応答しないか、ScheduleToCloseTimeout を超えた場
合、Amazon SWF はアクティビティタスクをタイムアウトし、決定タスクをスケジュールします。これに
より、ディサイダーはタスクの再スケジュールなどの適切なアクションを実行できます。

例えば、Amazon EC2 インスタンスがアクティビティタスクを実行し、タスクが完了する前にインスタン
スが失敗した場合、ディサイダーはワークフロー履歴でタイムアウトイベントを受け取ります。アクティ
ビティタスクがハートビートを使用中の場合、Amazon EC2 インスタンスの失敗後、タスクが次のハー
トビートの提供に失敗すると、ディサイダーはイベントを受け取ります。そうでない場合、全体的なタイ
ムアウト値の 1 つに一致する前にアクティビティタスクが完了に失敗すると、ディサイダーは最終的にイ
ベントを受け取ります。次に、タスクを再割り当てするか、その他のアクションを実行するかをディサイ
ダーが決定します。

アクティビティタスクの失敗
アクティビティワーカーが何らかの理由でタスクを実行できないが、Amazon SWF とまだ通信できる場
合、タスクを失敗するようにプログラムできます。

アクティビティタスクを失敗するようにアクティビティワーカーをプログラムするには、タスクのタスク
トークンを指定する RespondActivityTaskFailed アクションを呼び出します。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondActivityTaskFailed
{ 
  "taskToken" : "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223", 
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  "reason" : "CC-Invalid", 
  "details" : "Credit Card Number Checksum Failed"
}         

開発者として、理由および詳細フィールドに保存される値を定義します。これらは自由形式の文字列で
す。アプリケーションに対応する任意のエラーコード規則を使用できます。Amazon SWF はこれらの値を
処理しません。ただし、Amazon SWF はこれらの値をコンソールに表示する場合があります。

アクティビティタスクが失敗すると、Amazon SWF はアクティビティタスクが関連付けられているワーク
フロー実行の決定タスクをスケジュールし、失敗のディサイダーに通知します。失敗の特性に応じて、ア
クティビティを再スケジュールする、ワークフロー実行を失敗するなどにより、失敗したアクティビティ
を処理するようにディサイダーをプログラムします。

アクティビティワーカーの起動
アクティビティワーカーを起動するには、アクティビティワーカープラットフォームで使用できる実行可
能ファイルにロジックをパッケージ化します。たとえば、Linux サーバーと Windows サーバーの両方で実
行できる Java 実行可能ファイルとしてアクティビティコードをパッケージ化します。

ワーカーは、起動するとタスクに対してポーリングを開始します。ただし、ディサイダーがアクティビ
ティタスクをスケジュールするまで、このポーリングはタスクなしでタイムアウトし、ワーカーはポーリ
ングを続行します。

ポーリングはアウトバウンドリクエストであるため、アクティビティワーカーは、Amazon SWF エンドポ
イントにアクセスできるすべてのネットワークで実行できます。

必要な数のアクティビティワーカーを起動できます。ディサイダーがアクティビティタスクをスケジュー
リングする際に、Amazon SWF は自動的にアクティビティタスクをポーリング中のアクティビティワー
カーに分散します。

Amazon SWF でのディサイダーの開発
ディサイダーとは、ワークフロー実行中に実行されるワークフロータイプの調整ロジックの実装です。単
一のワークフロータイプに複数のディサイダーを実行できます。

ワークフロー実行の実行状態はワークフロー履歴に保存されるため、ディサイダーはステートレスにでき
ます。Amazon SWF はワークフロー実行履歴を維持し、それを各決定タスクを持つディサイダーに提供
します。これにより、必要に応じて動的にディサイダーの追加や削除ができ、ワークフローの処理が大変
スケーラブルになります。システム負荷の増加に合わせて、増加した容量を処理するためにディサイダー
をさらに追加するだけです。ただし、特定のワークフロー実行に対して、いつでも決定タスクは 1 つしか
オープンにできないことに注意してください。

ワークフロー実行に状態変更が発生するたびに、Amazon SWF は決定タスクをスケジュールします。ディ
サイダーは、決定タスクを受信するたびに以下を行います。

• 決定タスクを提供されたワークフロー実行履歴を解釈します。
• ワークフロー実行履歴に基づいて調整ロジックを適用し、次に実行すべきことを決定します。各決定は

決定構造によって表されます。
• 決定タスクを完了し、Amazon SWF に決定のリストを提供します。

このセクションではディサイダーを開発する方法を説明しますが、それには以下の点が含まれます。

• 決定タスクをポーリングするためのディサイダーのプログラミング
• ワークフロー実行履歴を解釈し決定を行うためのディサイダーのプログラミング
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• 決定タスクに応答するためのディサイダーのプログラミング

このセクションの例では、e コマースのサンプルワークフローにディサイダーをプログラムする方法を示
します。

ディサイダーは、サービス API を通して Amazon SWF と通信できれば、任意の言語で実装でき、どこで
でも実行できます。

トピック
• 調整ロジックの定義 (p. 152)
• 決定タスクのポーリング (p. 152)
• 調整ロジックの適用 (p. 154)
• 決定の応答 (p. 154)
• ワークフロー実行のクローズ (p. 155)
• ディサイダーの起動 (p. 156)

調整ロジックの定義
ディサイダーの開発時にまず行うのは、調整ロジックを定義することです。e コマースの例では、前のア
クティビティの完了後に各アクティビティをスケジュールする調整ロジックは、以下のようになります。

IF lastEvent = "StartWorkflowInstance" 
 addToDecisions ScheduleVerifyOrderActivity

ELSIF lastEvent = "CompleteVerifyOrderActivity" 
 addToDecisions ScheduleChargeCreditCardActivity

ELSIF lastEvent = "CompleteChargeCreditCardActivity" 
 addToDecisions ScheduleCompleteShipOrderActivity

ELSIF lastEvent = "CompleteShipOrderActivity" 
 addToDecisions ScheduleRecordOrderCompletion

ELSIF lastEvent = "CompleteRecordOrderCompletion" 
 addToDecisions CloseWorkflow

ENDIF 

ディサイダーはワークフロー実行履歴に調整ロジックを適用し、RespondDecisionTaskCompleted ア
クションを使用して決定タスクを完了するときに決定のリストを作成します。

決定タスクのポーリング
各ディサイダーは、決定タスクをポーリングします。決定タスクには、アクティビティタスクのスケ
ジューリングのような決定を生成するのにディサイダーが使用する情報が含まれます。決定タスクをポー
リングするには、ディサイダーは PollForDecisionTask アクションを使用します。

この例では、ディサイダーは customerOrderWorkflow-0.1 タスクリストを指定して決定タスクをポー
リングします。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
PollForDecisionTask
{ 
  "domain": "867530901", 
  "taskList": {"name": "customerOrderWorkflow-v0.1"}, 
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  "identity": "Decider01", 
  "maximumPageSize": 50, 
  "reverseOrder": true
}

指定したタスクリストの決定タスクは、利用可能な場合は Amazon SWF により即時返されます。利用
可能な決定タスクがない場合、Amazon SWF は接続を最大 60 秒間保持し、利用可能になり次第タス
クを返します。タスクが利用可能にならない場合、Amazon SWF は空の応答を返します。空の応答と
は、taskToken の値が空の文字列になっている Task 構造です。空の応答を受信した場合は、必ず別の
タスクをポーリングするようディサイダーをプログラムしてください。

決定タスクが利用可能な場合、Amazon SWF が返す応答には、その決定タスクとワークフロー実行履歴の
ページ分割された表示が含まれます。

この例では、最新のイベントのタイプがワークフロー実行の開始を示し、入力要素には最初のタスクを実
行するのに必要な情報が含まれています。

{ 
  "events": [ 
    { 
      "decisionTaskStartedEventAttributes": { 
        "identity": "Decider01", 
        "scheduledEventId": 2 
      }, 
      "eventId": 3, 
      "eventTimestamp": 1326593394.566, 
      "eventType": "DecisionTaskStarted" 
    }, { 
      "decisionTaskScheduledEventAttributes": { 
        "startToCloseTimeout": "600", 
        "taskList": { "name": "specialTaskList" } 
      }, 
      "eventId": 2, 
      "eventTimestamp": 1326592619.474, 
      "eventType": "DecisionTaskScheduled" 
    }, { 
      "eventId": 1, 
      "eventTimestamp": 1326592619.474, 
      "eventType": "WorkflowExecutionStarted", 
      "workflowExecutionStartedEventAttributes": { 
        "childPolicy" : "TERMINATE", 
        "executionStartToCloseTimeout" : "3600", 
        "input" : "data-used-decider-for-first-task", 
        "parentInitiatedEventId": 0, 
        "tagList" : ["music purchase", "digital", "ricoh-the-dog"], 
        "taskList": { "name": "specialTaskList" }, 
        "taskStartToCloseTimeout": "600", 
        "workflowType": { 
          "name": "customerOrderWorkflow", 
          "version": "1.0" 
        } 
      } 
    } 
  ], 
  ...
}      

ワークフロー実行履歴を受信したら、ディサイダーは履歴を解釈して調整ロジックに基づいて決定を行い
ます。

単一のワークフロー実行のワークフロー履歴のイベント数が大きい場合があるので、返される結果は
複数ページに分割される可能性があります。後続ページを取得するには、最初の呼び出しで返された

API バージョン 2012-01-25
153



Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド
調整ロジックの適用

nextPageToken を使用して PollForDecisionTask を追加で呼び出します。この nextPageToken を
使用して GetWorkflowExecutionHistory を呼び出さないことに注意してください。代わりに、再度
PollForDecisionTask を呼び出します。

調整ロジックの適用
ディサイダーが決定タスクを受信したら、これまで何が起きたかを判断するためワークフロー実行履歴を
解釈するようプログラムします。これに基づいて、決定のリストを生成する必要があります。

e コマースの例では、ワークフロー履歴の最後のイベントにのみ関心があるので、次のロジックを定義し
ます。

IF lastEvent = "StartWorkflowInstance" 
 addToDecisions ScheduleVerifyOrderActivity

ELSIF lastEvent = "CompleteVerifyOrderActivity" 
 addToDecisions ScheduleChargeCreditCardActivity

ELSIF lastEvent = "CompleteChargeCreditCardActivity" 
 addToDecisions ScheduleCompleteShipOrderActivity

ELSIF lastEvent = "CompleteShipOrderActivity" 
 addToDecisions ScheduleRecordOrderCompletion

ELSIF lastEvent = "CompleteRecordOrderCompletion" 
 addToDecisions CloseWorkflow

ENDIF 

lastEvent が CompleteVerifyOrderActivity の場合、ScheduleChargeCreditCardActivity ア
クティビティを決定のリストに加えます。

ディサイダーは、行うべき決定を判断すると Amazon SWF に適切な決定で応答できます。

決定の応答
ワークフロー履歴を解釈して決定のリストを生成したら、ディサイダーはそれらの決定を Amazon SWF 
に返すことができる状態にあります。

ワークフロー実行履歴から必要なデータを抽出し、次にワークフローの次の適切なアクションを
指定する決定を作成するようディサイダーをプログラムします。ディサイダーはこれらの決定を
RespondDecisionTaskCompleted アクションを使用して Amazon SWF に返します。利用可能な決定
タイプのリストについては、「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」を参照してくださ
い。

e コマースの例では、ディサイダーが生成した一連の決定を返すときに、ワークフロー実行履歴にあるク
レジットカード入力も含めます。その結果アクティビティワーカーは、アクティビティタスクを実行する
のに必要なすべての情報を持つことになります。

ワークフロー実行のすべてのアクティビティが完了すると、ディサイダーはワークフロー実行をクローズ
します。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{ 
  "taskToken" : "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223", 
  "decisions" : [ 
    { 
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      "decisionType" :"ScheduleActivityTask", 
      "scheduleActivityTaskDecisionAttributes" : { 
        "control" :"OPTIONAL_DATA_FOR_DECIDER", 
        "activityType" : { 
          "name" :"ScheduleChargeCreditCardActivity", 
          "version" :"1.1" 
        }, 
        "activityId" :"3e2e6e55-e7c4-beef-feed-aa815722b7be", 
        "scheduleToCloseTimeout" :"360", 
        "taskList" : { "name" :"CC_TASKS" }, 
        "scheduleToStartTimeout" :"60", 
        "startToCloseTimeout" :"300", 
        "heartbeatTimeout" :"60", 
        "input" : "4321-0001-0002-1234: 0212 : 234" 
      } 
    } 
  ]
}      

ワークフロー実行のクローズ
ビジネスプロセスが完了している、つまりこれ以上実行するアクティビティがないと判断すると、ディサ
イダーはワークフロー実行をクローズする決定を生成します。

ワークフロー実行をクローズするには、ワークフロー履歴のイベントを解釈してこれまで何が起きたかを
判断し、ワークフロー実行をクローズすべきか確認するようディサイダーをプログラムします。

ワークフローが正常に完了した場合、CompleteWorkflowExecution 決定で
RespondDecisionTaskCompleted を呼び出すことでワークフロー実行をクローズします。また
は、FailWorkflowExecution 決定を使用して誤った実行を失敗させることができます。

e コマースの例では、ディサイダーは履歴を確認し、調整ロジックに基づいてワークフ
ロー実行をクローズする決定を決定のリストに追加して、クローズワークフロー決定で
RespondDecisionTaskCompleted アクションを開始します。

Note

ワークフロー実行のクローズが失敗するケースがあります。たとえば、ディサイダーがワークフ
ロー実行をクローズしている間にシグナルを受信すると、そのクローズ決定は失敗します。この
可能性に対処するには、ディサイダーが確実に決定タスクをポーリングし続けるようにします。
また、次の決定タスクを受信するディサイダーが、実行のクローズを妨げたイベント (このケース
ではシグナル) に確実に対応するようにします。

ワークフロー実行のキャンセルをサポートする可能性もあります。これは、特に実行時間が長いワー
クフローの場合に便利なことがあります。キャンセルをサポートするには、ディサイダーは履歴の
WorkflowExecutionCancelRequested イベントを処理する必要があります。このイベントは、実行の
キャンセルがリクエストされたことを示します。ディサイダーは、たとえば実行中のアクティビティタス
クをキャンセルしたり RespondDecisionTaskCompleted 決定で CancelWorkflowExecution アク
ションを呼び出してワークフローをクローズするといった、適切なクリーンアップアクションを実行する
必要があります。

以下の例では、RespondDecisionTaskCompleted を呼び出して現在のワークフロー実行をキャンセル
するよう指定します。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{ 
  "taskToken" : "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223", 
  "decisions" : [ 
    { 
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      "decisionType":"CancelWorkflowExecution", 
      "CancelWorkflowExecutionAttributes":{ 
        "Details": "Customer canceled order" 
      } 
    } 
  ]
}      

Amazon SWF は、ワークフロー実行のクローズやキャンセルの決定が確実にディサイダーが送信する最後
の決定であるかを確認します。つまり、ワークフローをクローズする決定の後にも決定がある一連の決定
を持つことは無効です。

ディサイダーの起動
ディサイダー開発が完了したら、1 つ以上のディサイダーを起動することができます。

ディサイダーを起動するには、ディサイダープラットフォームで使用できる実行可能ファイルに調整ロ
ジックをパッケージ化します。たとえば、Linux コンピュータと Windows コンピュータの両方で実行でき
る Java 実行可能ファイルとしてディサイダーコードをパッケージ化します。

起動すると、ディサイダーはタスクを求めて Amazon SWF のポーリングを開始するはずです。ワークフ
ロー実行が開始され Amazon SWF が決定タスクをスケジュールするまで、これらのポーリングはタイム
アウトして空の応答を取得します。空の応答とは、taskToken の値が空の文字列になっている Task 構
造です。ディサイダーは単にポーリングし続けます。

Amazon SWF は、いつでもワークフロー実行に対して 1 つの決定タスクのみがアクティブになれるように
します。これにより、競合する決定といった問題を回避できます。さらに、Amazon SWF は実行中のディ
サイダーの数に関係なく単一の決定タスクが単一のディサイダーに割り当てられるようにします。

ディサイダーが別の決定タスクを処理中に決定タスクを生成する何かが発生すると、Amazon SWF は現
在のタスクが完了するまでその新しいタスクをキューに入れます。現在のタスクが完了した後、Amazon 
SWF は新しい決定タスクを使用可能にします。また、ディサイダーが決定タスクを処理している間に複数
のアクティビティーが完了した場合、Amazon SWF は複数のタスク完了を考慮して 1 つの新しい決定タス
クしか作成しないという意味で、決定タスクを一括処理します。ただし、各タスク完了は、ワークフロー
実行履歴で個々のイベントを受け取ります。

ポーリングはアウトバウンドリクエストであるため、ディサイダーは、Amazon SWF エンドポイントにア
クセスできるすべてのネットワークで実行できます。

ワークフロー実行が進行するには、1 つ以上のディサイダーが実行中である必要があります。ディサイ
ダーは必要な数だけ起動できます。Amazon SWF は同じタスクリストでポーリングする複数のディサイ
ダーをサポートします。

Amazon SWF を使用したワークフロー実行の開始
StartWorkflowExecution アクションを使用して、任意のアプリケーションから登録されたワークフ
ロータイプのワークフロー実行を開始できます。開始時に、workflowId と呼ばれる ID を実行に関連付
けます。workflowId は、注文処理アプリケーションの注文番号のような、アプリケーションに対して適
切な任意の文字列とすることができます。同じドメイン内の複数のオープンなワークフロー実行に対して
同じ workflowId を使用することはできません。たとえば、workflowId Customer Order 01 でワー
クフロー実行を開始した場合、2 番目のワークフロー実行は開始されず、リクエストは失敗します。ただ
し、閉じた実行の workflowId を再利用することはできます。Amazon SWF は、runId と呼ばれる、シ
ステムで生成された一意の識別子をワークフローの実行ごとに関連付けます。

ワークフローおよびアクティビティのタイプが登録されたら、StartWorkflowExecution アクション
を呼び出してワークフローを起動します。input パラメータの値は、ワークフローを開始するアプリケー
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ションによって指定される任意の文字列とすることができます。executionStartToCloseTimeout
は、ワークフロー実行の開始からクローズまで許可される時間 (秒単位) です。この制限を超えると、ワー
クフロー実行がタイムアウトします。Amazon SWF の他のタイムアウトパラメータの一部とは異なり、こ
のタイムアウトに値 NONE を指定することはできません。ワークフロー実行の時間には、最大 1 年間とい
う制限があります。同様に、taskStartToCloseTimeout は、このワークフロー実行に関連付けられた決定タ
スクがタイムアウトするまで許可される時間 (秒数) です。

https://swf.us-east-1.amazonaws.com
StartWorkflowExecution
{ 
  "domain" : "867530901", 
  "workflowId" : "20110927-T-1", 
  "workflowType" : { 
    "name" : "customerOrderWorkflow", "version" : "1.1" 
  }, 
  "taskList" : { "name" : "specialTaskList" }, 
  "input" : "arbitrary-string-that-is-meaningful-to-the-workflow", 
  "executionStartToCloseTimeout" : "1800", 
  "tagList" : [ "music purchase", "digital", "ricoh-the-dog" ], 
  "taskStartToCloseTimeout" : "1800", 
  "childPolicy" : "TERMINATE"
}   

StartWorkflowExecution アクションが成功すると、Amazon SWF はワークフロー実行に対して
runId を返します。ワークフロー実行の runId は、特定のリージョン内で一意です。後で、Amazon 
SWF への呼び出しでこのワークフロー実行を指定する必要がある場合は、runId を保存します。たとえ
ば、後でワークフロー実行にシグナルを送信する必要がある場合は、runId を使用します。

{"runId": "9ba33198-4b18-4792-9c15-7181fb3a8852"}

タスクの優先順位の設定
デフォルトでは、タスクリストのタスクは到着時間に基づいて提供されます。つまり、最初にスケジュー
ルされたタスクは、通常は可能な限り最初に実行されます。オプションのタスクの優先順位を設定するこ
とで、特定のタスクに優先順位を与えることができます。Amazon SWF は、タスクリストで優先順位が低
いものよりも先に、優先順位の高いタスクの提供を試みます。

Note

通常、最初にスケジュールされるタスクは最初に実行されますが、これは保証されません。

ワークフローとアクティビティの両方のタスクの優先順位を設定できます。ワークフローのタスクの優先
順位は、スケジュールされるいずれのアクティビティタスクの優先順位にも影響しません。また、起動さ
れるいずれの子ワークフローにも影響しません。アクティビティまたはワークフローのデフォルトの優先
順位は、登録中に (ユーザーまたは Amazon SWF によって) 設定され、アクティビティのスケジュール中
またはワークフロー実行の開始中にオーバーライドされない限り、登録されたタスクの優先順位が常に使
用されます。

タスクの優先順位の値は、"-2147483648" から "2147483647" の範囲であり、値が高いほど優先順位も高
くなります。アクティビティまたはワークフローのタスク優先順位を設定しない場合、優先順位としてゼ
ロ ("0") が割り当てられます。

トピック
• ワークフローのタスクの優先順位の設定 (p. 158)
• アクティビティのタスクの優先順位の設定 (p. 159)
• タスクの優先順位情報を返すアクション (p. 160)
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ワークフローのタスクの優先順位の設定
登録または起動時に、ワークフローのタスクの優先順位を設定できます。ワークフロータイプの登録時に
設定されるタスクの優先順位は、ワークフロー実行の開始時にオーバーライドされない限り、その種類の
任意のワークフロー実行のデフォルトとして使用されます。

ワークフロータイプをデフォルトのタスク優先度で登録するには、RegisterWorkflowType アクションを使
用するときに defaultTaskPriority オプションを設定します。

{ 
  "domain": "867530901", 
  "name": "expeditedOrderWorkflow", 
  "version": "1.0", 
  "description": "Expedited customer orders workflow", 
  "defaultTaskStartToCloseTimeout": "600", 
  "defaultExecutionStartToCloseTimeout": "3600", 
  "defaultTaskList": {"name": "mainTaskList"}, 
  "defaultTaskPriority": "10", 
  "defaultChildPolicy": "TERMINATE"
}

StartWorkflowExecution でワークフロー実行を開始するときに、ワークフロータイプの登録されたタスク
の優先順位をオーバーライドできます。

{ 
  "childPolicy": "TERMINATE", 
  "domain": "867530901", 
  "executionStartToCloseTimeout": "1800", 
  "input": "arbitrary-string-that-is-meaningful-to-the-workflow", 
  "tagList": ["music purchase", "digital", "ricoh-the-dog"], 
  "taskList": {"name": "specialTaskList"}, 
  "taskPriority": "-20", 
  "taskStartToCloseTimeout": "600", 
  "workflowId": "20110927-T-1", 
  "workflowType": {"name": "customerOrderWorkflow", "version": "1.0"},
}

子ワークフローを開始するときや、RespondDecisionTaskCompleted で決定に応答するときなど、新規に
ワークフローを続行するときにも、登録されたタスクの優先順位をオーバーライドできます。

子ワークフローのタスクの優先順位を設定するに
は、startChildWorkflowExecutionDecisionAttributes に値を指定します。

{ 
  "taskToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAA...", 
  "decisions": [ 
    { 
      "decisionType": "StartChildWorkflowExecution", 
      "startChildWorkflowExecutionDecisionAttributes": { 
        "childPolicy": "TERMINATE", 
        "control": "digital music", 
        "executionStartToCloseTimeout": "900", 
        "input": "201412-Smith-011x", 
        "taskList": {"name": "specialTaskList"}, 
        "taskPriority": "5", 
        "taskStartToCloseTimeout": "600", 
        "workflowId": "verification-workflow", 
        "workflowType": { 
          "name": "MyChildWorkflow", 
          "version": "1.0" 
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        } 
      } 
    } 
  ]
}

新しくワークフローを続行する場合は、continueAsNewWorkflowExecutionDecisionAttributes
でタスクの優先順位を設定します。

{ 
  "taskToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAA...", 
  "decisions": [ 
    { 
      "decisionType": "ContinueAsNewWorkflowExecution", 
      "continueAsNewWorkflowExecutionDecisionAttributes": { 
        "childPolicy": "TERMINATE", 
        "executionStartToCloseTimeout": "1800", 
        "input": "5634-0056-4367-0923,12/12,437", 
        "taskList": {"name": "specialTaskList"}, 
        "taskStartToCloseTimeout": "600", 
        "taskPriority": "100", 
        "workflowTypeVersion": "1.0" 
      } 
    } 
  ]
}

アクティビティのタスクの優先順位の設定
登録時またはスケジュール時に、アクティビティのタスクの優先順位を設定できます。アクティビティタ
イプを登録するときに設定されるタスクの優先順位は、アクティビティのスケジュール時にオーバーライ
ドされない限り、アクティビティ実行時のデフォルトの優先順位として使用されます。

アクティビティタイプを登録するときにタスクの優先度を設定するには、RegisterActivityType アクション
を使用するときに defaultTaskPriority オプションを設定します。

{ 
  "defaultTaskHeartbeatTimeout": "120", 
  "defaultTaskList": {"name": "mainTaskList"}, 
  "defaultTaskPriority": "10", 
  "defaultTaskScheduleToCloseTimeout": "900", 
  "defaultTaskScheduleToStartTimeout": "300", 
  "defaultTaskStartToCloseTimeout": "600", 
  "description": "Verify the customer credit card", 
  "domain": "867530901", 
  "name": "activityVerify", 
  "version": "1.0"
}

タスク優先度でタスクをスケジュールするには、RespondDecisionTaskCompleted アクションでアクティ
ビティをスケジュールするときに taskPriority オプションを使用します。

{ 
  "taskToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAA...", 
  "decisions": [ 
    { 
      "decisionType": "ScheduleActivityTask", 
      "scheduleActivityTaskDecisionAttributes": { 
        "activityId": "verify-account", 
        "activityType": { 
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            "name": "activityVerify", 
            "version": "1.0" 
        }, 
        "control": "digital music", 
        "input": "abab-101", 
        "taskList": {"name": "mainTaskList"}, 
        "taskPriority": "15" 
      } 
    } 
  ]
}

タスクの優先順位情報を返すアクション
次の Amazon SWF アクションから、設定されたタスクの優先順位 (または、設定されたデフォルトのタス
クの優先順位) に関する情報を取得できます。

• DescribeActivityType は、レスポンスの configuration セクションでアクティビティタイプの
defaultTaskPriority を返します。

• DescribeWorkflowExecution は、レスポンスの executionConfiguration セクションでワークフロー
実行の taskPriority を返します。

• DescribeWorkflowType は、レスポンスの configuration セクションでワークフロータイプの
defaultTaskPriority を返します。

• GetWorkflowExecutionHistory と PollForDecisionTask は、レスポンスの
activityTaskScheduledEventAttributes、decisionTaskScheduledEventAttributes、workflowExecutionContinuedAsNewEventAttributes、workflowExecutionStartedEventAttributes
セクションでタスクの優先順位情報を提供します。

Amazon SWF でのエラー処理
ワークフローの実行中に発生する可能性のあるさまざまな種類のエラーがあります。

トピック
• 検証エラー (p. 160)
• アクションまたは決定を実行する際のエラー (p. 161)
• Timeouts (p. 161)
• ユーザーコードによって発生したエラー (p. 161)
• ワークフロー実行の終了に関連するエラー (p. 161)

検証エラー
検証エラーは、正しく構成されていないか、無効なデータが含まれているため、Amazon SWF へのリ
クエストが失敗した場合に発生します。このコンテキストでは、リクエストは DescribeDomain など
のアクション、または StartTimer などの決定であることもあります。リクエストがアクションの場
合、Amazon SWF はレスポンスにエラーコードを返します。このエラーコードをチェックすると、リクエ
ストのどの部分がエラーを引き起こしたかに関する情報が提供される可能性があります。たとえば、リク
エストで渡された 1 つ以上の引数が無効である可能性があります。一般的なエラーコードのリストについ
ては、「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」のアクションのトピックにアクセスしてく
ださい。

失敗したリクエストが決定の場合は、適切なイベントがワークフロー実行履歴に表示されます。たとえ
ば、StartTimer 決定が失敗した場合は、履歴に StartTimerFailed イベントが表示されます。ディサ
イダーは、PollForDecisionTask または GetWorkflowExecutionHistory の応答として履歴を受け
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取るときに、これらのイベントをチェックする必要があります。以下は、決定の形式が正しくないか、無
効なデータが含まれている場合に発生する可能性のある決定失敗イベントのリストです。

アクションまたは決定を実行する際のエラー
リクエストが正しい形式でも、Amazon SWF がリクエストを実行しようとするとエラーが発生することが
あります。このような場合、履歴内の次のいずれかのイベントが、エラーが発生したことを示します。イ
ベントの reason フィールドを調べて、障害の原因を特定します。

• CancelTimerFailed
• RequestCancelActivityTaskFailed
• RequestCancelExternalWorkflowExecutionFailed
• ScheduleActivityTaskFailed
• SignalExternalWorkflowExecutionFailed
• StartChildWorkflowExecutionFailed
• StartTimerFailed

Timeouts
ディサイダー、アクティビティワーカー、およびワークフロー実行は、すべてタイムアウト期間の制約内
で動作します。このタイプのエラーでは、タスクまたは子ワークフローがタイムアウトします。タイムア
ウトを説明するイベントが履歴に表示されます。ディサイダーは、たとえば、タスクの再スケジュールや
子ワークフローの再開などによってこのイベントを処理する必要があります。タイムアウトの詳細につい
ては、Amazon SWF タイムアウトの種類  (p. 168) を参照してください。

• ActivityTaskTimedOut
• ChildWorkflowExecutionTimedOut
• DecisionTaskTimedOut
• WorkflowExecutionTimedOut

ユーザーコードによって発生したエラー
このタイプのエラー状態の例は、アクティビティタスクの失敗と子ワークフローの失敗です。タイムアウ
トエラーと同様に、Amazon SWF はワークフロー実行履歴に適切なイベントを追加します。ディサイダー
は、タスクの再スケジュールや子ワークフローの再開などによってこのイベントを処理する必要がありま
す。

• ActivityTaskFailed
• ChildWorkflowExecutionFailed

ワークフロー実行の終了に関連するエラー
ディサイダーが保留中の決定タスクのあるワークフローを終了しようとすると、以下のイベントが表示さ
れることがあります。

• FailWorkflowExecutionFailed
• CompleteWorkFlowExecutionFailed
• ContinueAsNewWorkflowExecutionFailed
• CancelWorkflowExecutionFailed
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上記のイベントの詳細については、「Amazon SWF API リファレンス」の「履歴イベント」を参照してく
ださい。
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Amazon SWF クォータ
Amazon SWF では、アカウントごとのドメイン数やワークフロー実行履歴のサイズなど、特定のワークフ
ローパラメータのサイズにクォータを設定します。これらのクォータは、誤ったワークフローがシステム
のすべてのリソースを消費するの防ぐために設計されていますが、ハードの制限ではありません。アプリ
ケーションがこれらのクォータを頻繁に超えている場合、サービスクォータの増加を申請 (p. 167)できま
す。

内容
• Amazon SWF の全般アカウントクォータ (p. 163)
• ワークフロー実行のクォータ (p. 164)
• タスク実行におけるクォータ (p. 164)
• Amazon SWF スロットリングのクォータ (p. 165)

• すべてのリージョンのスロットリングクォータ (p. 165)
• すべてのリージョンのクォータ」を参照してください (p. 167)
• ワークフローレベルのクォータ (p. 167)

• クォータ引き上げのリクエスト (p. 167)

Amazon SWF の全般アカウントクォータ
• 最大登録ドメイン数 - 100

このクォータには登録済みドメインと廃止ドメインの両方が含まれています。
• ワークフローとアクティビティタイプの最大数 – ドメインごとに 10,000

このクォータには登録済みドメインと廃止タイプの両方が含まれています。
• API コールのクォータ – 頻繁でないスパイクを超えてアプリケーションが非常に短期間に大量の API 

コールを実行した場合、アプリケーションは調整されることがあります。
• 最大のリクエストサイズ – リクエストあたり 1 MB

これは Amazon SWF API リクエストあたりの合計データサイズで、リクエストヘッダーおよびその他す
べての関連するリクエストデータを含みます。

• Count API の切り捨てられたレスポンス - 内部クォータに達したこと、およびレスポンスが総数ではな
いことを示します。

一部のクエリでは、完全なレスポンスを返す前に、内部的に 1 MB のクォータに達します。以下では、
総数ではなく切り捨てられたレスポンスが返される場合があります。
• CountClosedWorkflowExecutions
• CountOpenWorkflowExecutions
• CountPendingActivityTasks
• CountPendingDecisionTasks

これらのそれぞれに対して、truncated レスポンスが true に設定されている場合、数は総数より小さ
くなります。この内部クォータを引き上げることはできません。

• タグの最大数 - リソースあたり 50 個。

50 個を超えるタグを追加しようとすると、400 エラー TooManyTagsFault が発生します。
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ワークフロー実行のクォータ
• オープン状態のワークフロー実行の最大数 - ドメインあたり 100,000

この数には、子ワークフローの実行が含まれます。
• 最大ワークフロー実行時間 - 1 年
• 最大ワークフロー実行履歴サイズ - 25,000 イベント

ベストプラクティスは、各ワークフローの履歴が 10,000 イベントを超えないように構成することで
す。ディサイダーはワークフロー履歴を取得する必要があるため、履歴が小さいほどディサイダーはよ
りすばやく完了できます。Flow Framework (p. 171) を使用している場合は、 ContinueAsNew を使用
して新しい履歴を残したままワークフローを続行できます。

• 子ワークフロー実行の最大数 - ワークフロー実行あたり 1,000
• ワークフロー実行アイドルタイムクォータ - 1 年 (ワークフロー実行時間の最大値により制約されます)

ワークフロータイムアウト (p. 168)を設定して、ワークフローの特定の段階で大幅に時間がかかる場合
にタイムアウトイベントを発生できます。

• ワークフロー保持期間クォータ - 90 日

この期間後は、ワークフロー履歴の取得や表示はできません。Amazon SWF が保持するクローズした
ワークフロー実行の数にはこれ以上の制限はありません。

ユースケースでこれらのクォータを超える必要がある場合は、Amazon SWF の機能を使用して実行を継続
し、子ワークフロー (p. 71)実行を使用してアプリケーションを構成します。さらにクォータを増やす必要
がある場合は、「」を参照してくださいクォータ引き上げのリクエスト (p. 167)。

タスク実行におけるクォータ
• タスクリストあたりの最大ポーラー数 - タスクリストあたり 1,000

特定のタスクリストに対して同時にポーリングを実行するポーラーを、最大 1,000 個持つことができま
す。1,000 個を超えた場合は、LimitExceededException が発生します。

Note

最大値は 1,000 個ですが、このクォータの前に LimitExceededException エラーが発生す
る場合があります。これらのエラーを減らすには、複数のタスクリストを使用してポーリング
を分散します。

• 1 秒あたりにスケジュールされるタスクの最大数 — タスクリストあたり 2,000 個

特定のタスクリストに対して、1 秒あたり最大 2,000 個のタスクをスケジュールできます。2,000 個を
超えると、ScheduleActivityTask 決定が ACTIVITY_CREATION_RATE_EXCEEDED エラーで失敗し
ます。

Note

最大値は 2,000 個ですが、このクォータの前に ACTIVITY_CREATION_RATE_EXCEEDED エ
ラーが発生する場合があります。これらのエラーを減らすには、複数のタスクリストを使用し
て負荷を分散します。

• 最大タスク実行時間 - 1 年 (ワークフロー実行時間の最大値による制約)

アクティビティのタイムアウト (p. 168)を設定して、アクティビティタスク (p. 60)実行の特定の段階
で大幅に時間がかかる場合にタイムアウトイベントを発生できます。API バージョン 2012-01-25
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• SWF がタスクをキューに保持する最大時間 – 1 年 (ワークフロー実行時間のクォータにより制約されま
す)

アクティビティ登録中にデフォルトのアクティビティのタイムアウト (p. 168)を設定すると、アクティ
ビティタスク (p. 60)実行の特定の段階で大幅に時間がかかる場合にタイムアウトイベントが発生しま
す。ディサイダーコードでアクティビティタスクをスケジュールするときに、デフォルトのアクティビ
ティタイムアウトを上書きすることもできます。

• 最大オープンアクティビティタスク - ワークフロー実行あたり 1,000

このクォータには、ワーカーによってスケジュールされたアクティビティタスクと処理中のアクティビ
ティタスクの両方が含まれます。

• 最大オープンタイマー - ワークフロー実行あたり 1,000
• 最大入力/結果データサイズ - 32,768 文字

このクォータは、アクティビティまたはワークフロー実行結果データ、アクティビティタスクまたは
ワークフロー実行をスケジューリングする時の入力データ、およびワークフロー実行シグナル (p. 69)と
共に送信される入力に影響します。

• 決定タスクの応答の最大決定 - それぞれで異なる

最大 API リクエストのサイズ (p. 163)に 1 MB のクォータがあるた
め、RespondDecisionTaskCompleted への単一の呼び出しで返される決定の数は、スケジューリン
グされたアクティビティタスクまたはワークフロー実行に提供される入力データのサイズを含む、各決
定で使用されるデータのサイズに応じて制限されます。

Amazon SWF スロットリングのクォータ
前に説明したサービスのクォータに加え、特定の Amazon SWF API コールおよび決定イベントは、トー
クンバケットスキームを使用してサービス帯域幅を維持するために調整されます。リクエストのレー
トがここに記載されているレートを継続的に超えている場合、スロットルクォータの増加をリクエス
ト (p. 167)できます。

スロットリングとデシジョンクォータはすべての地域で同じです。

すべてのリージョンのスロットリングクォータ
以下のクォータは、個々のアカウントレベルで適用されます。次のクォータの引き上げをリクエストす
ることもできます。これを行う方法については、「」を参照してくださいクォータ引き上げのリクエス
ト (p. 167)。

API 名 バケットサイズ 補充レート/秒

CountClosedWorkflowExecutions 2000 6

CountOpenWorkflowExecutions 2000 6

CountPendingActivityTasks 200 6

CountPendingDecisionTasks 200 6

DeprecateActivityType 200 6

DeprecateDomain 100 6

UndeprecateDomain 100 6

DeprecateWorkflowType 200 6
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API 名 バケットサイズ 補充レート/秒

UndeprecateWorkflowType 200 6

DescribeActivityType 2000 6

DescribeDomain 200 6

DescribeWorkflowExecution 2000 6

DescribeWorkflowType 2000 6

GetWorkflowExecutionHistory 2000 60

ListActivityTypes 200 6

ListDomains 100 6

ListClosedWorkflowExecutions 200 6

ListOpenWorkflowExecutions 200 48

ListWorkflowTypes 200 6

PollForActivityTask 2000 200

PollForDecisionTask 2000 200

RecordActivityTaskHeartbeat 2000 160

RegisterActivityType 200 60

RegisterDomain 100 6

RegisterWorkflowType 200 60

RequestCancelWorkflowExecution 2000 30

RespondActivityTaskCompleted 2000 200

RespondActivityTaskCanceled 2000 200

RespondActivityTaskFailed 2000 200

RespondDecisionTaskCompleted 2000 200

SignalWorkflowExecution 2000 30

StartWorkflowExecution 2000 200

TerminateWorkflowExecution 2000 60

UndeprecateActivityType 200 6

TagResource 50 30

UntagResource 50 30

ListTagsForResource 50 30
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すべてのリージョンのクォータ」を参照してください
以下のクォータは、個々のアカウントレベルで適用されます。次のクォータの引き上げをリクエストす
ることもできます。これを行う方法については、「」を参照してくださいクォータ引き上げのリクエス
ト (p. 167)。

API 名 バケットサイズ 補充レート/秒

RequestCancelExternalWorkflowExecution 1200 120

ScheduleActivityTask 500 200

SignalExternalWorkflowExecution 1200 120

StartChildWorkflowExecution 500 12

StartTimer 2000 200

ワークフローレベルのクォータ
以下のクォータはワークフローレベルで適用され、増やすことはできません。

API 名 バケットサイズ 補充レート/秒

GetWorkflowExecutionHistory400 200

SignalWorkflowExecution 1,000 1,000

RecordActivityTaskHeartbeat1,000 1,000

RequestCancelWorkflowExecution200 200

クォータ引き上げのリクエスト
Support センターページを使用して、AWS Management Consoleすべてのリージョンのスロットリング
クォータ (p. 165)すべてのリージョンのクォータ」を参照してください (p. 167)およびのクォータの増
額をリクエストしてください。詳細については、の「クォータの増額をリクエストするには」を参照して
くださいAWS 全般のリファレンス。
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Amazon Simple Workflow Service
この章では、Amazon SWF を使用してワークフローを開発する場合に有効なその他のリソースおよびリ
ファレンス情報を提供します。

トピック
• Amazon SWF タイムアウトの種類  (p. 168)
• Amazon Simple Workflow Service エンドポイント (p. 170)
• Amazon Simple Workflow Service のその他のドキュメント (p. 170)
• Amazon Simple Workflow Service のウエブリソース (p. 173)

Amazon SWF タイムアウトの種類
ワークフロー実行を正しく行うため、Amazon SWF では異なる種類のタイムアウトを設定できます。一部
のタイムアウトでは、ワークフローが完全に実行できる時間を指定します。その他のタイムアウトでは、
ワーカーに割り当てる前にアクティビティタスクを実行できる時間と、スケジュールされてから完了まで
にかけることができる時間を指定します。Amazon SWF API のすべてのタイムアウトは秒単位で指定され
ます。Amazon SWF は、文字列NONEはタイムアウト値として指定されます。これはタイムアウトなしを
示します。

決定タスクとアクティビティタスクに関連するタイムアウトの場合、Amazon SWF はワークフロー実行履
歴にイベントを追加します。イベントの属性により、発生したタイムアウトの種類と、影響を受ける決定
タスクまたはアクティビティタスクに関する情報が提供されます。Amazon SWF では、決定タスクもスケ
ジュールされます。ディサイダーは、新しい決定タスクを受け取ると、履歴でタイムアウトイベントを確
認し、RespondDecisionTaskCompleted アクションを呼び出して適切なアクションを実行します。

タスクは、スケジュールされてからクローズされるまではオープン状態と見なされます。したがって、
ワーカーの処理中はタスクはオープン状態と報告されます。タスクは、ワーカーによって完了済み、キャ
ンセル済み、または失敗と報告されるとクローズされます。タスクは、タイムアウトの結果として 
Amazon SWF によってクローズされる場合もあります。

ワークフローと決定タスクのタイムアウト
次の図は、ワークフローと決定のタイムアウトがワークフローの有効期間にどのように関係するかを示し
ています。
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ワークフローと決定タスクに関連して 2 つのタイムアウトの種類があります。

• ワークフローの開始からクローズ (timeoutType: START_TO_CLOSE)— このタイムアウトは、ワーク
フロー実行の完了までにかかる最大時間を指定します。これはワークフローの登録中にデフォルトとし
て設定されますが、ワークフローの開始時に別の値でオーバーライドできます。このタイムアウトを超
えると、Amazon SWF はワークフローの実行を閉じ、eventのタイプWorkflowExecutionTimedOutワー
クフロー実行履歴に追加します。イベント属性は、timeoutType に加えて、このワークフロー実行に
対して有効である childPolicy を指定します。子ポリシーでは、親ワークフロー実行の回数がタイム
アウトするか、それ以外に終了した場合に、子ワークフロー実行を処理する方法を指定します。たとえ
ば、childPolicy が TERMINATE に設定された場合、子ワークフロー実行は終了します。ワークフ
ロー実行がタイムアウトすると、表示の呼び出し以外にこれに対してアクションを実行することはでき
ません。

• 決定タスクの開始からクローズ (timeoutType: START_TO_CLOSE)— このタイムアウトは、対応す
るディサイダーが決定タスクを完了するまでの最大時間を指定します。これはワークフロータイプの
登録中に設定されます。このタイムアウトを超えると、タスクはワークフロー実行履歴でタイムアウ
トとマークされ、Amazon SWF はDecisionTaskTimedOutをワークフロー履歴に追加します。イベント
の属性には、この決定タスクがスケジュールされた日時 (scheduledEventId) および開始された日時 
(startedEventId) に対応するイベントの ID が含まれます。Amazon SWF では、イベントの追加に
加えて、この決定タスクがタイムアウトしたことをディサイダーに警告する新しい決定タスクをスケ
ジュールします。このタイムアウトの発生後は、RespondDecisionTaskCompleted を使用してタイ
ムアウトした決定タスクを完了する試みは失敗します。

アクティビティタスクのタイムアウト
次の図は、タイムアウトがアクティビティタスクの有効期間にどのように関係するかを示します。

アクティビティタスクに関連して 4 つのタイムアウトの種類があります。

• アクティビティタスクの開始 (timeoutType: START_TO_CLOSE)— このタイムアウ
トは、ワーカーがタスクを受け取った後でタスクを処理するためにかかる最大時間を
指定します。RespondActivityTaskCanceled、RespondActivityTaskCompleted、および
RespondActivityTaskFailed を使用してタイムアウトしたアクティビティタスクを閉じる試みは失敗しま
す。
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• アクティビティタスクのハートビート (timeoutType: HEARTBEAT)— このタイムアウトは、タスクを
実行する最大時間を指定します。このタイムアウトは、RecordActivityTaskHeartbeataction.

• アクティビティタスクのスケジュールから開始までの開始 (timeoutType: SCHEDULE_TO_START)— 
このタイムアウトは、タスクを実行するワーカーを利用できない場合に、Amazon SWF がアクティビ
ティタスクをタイムアウトするまでに待機する時間を指定します。タイムアウトした期限切れのタスク
は、別のワーカーに割り当てられません。

• クローズするアクティビティ・タスク・スケジュール (timeoutType: SCHEDULE_TO_CLOSE)— この
タイムアウトは、タスクがスケジュールされてから完了までの時間を指定します。ベストプラクティス
として、この値は、タスクのスケジュールから開始までのタイムアウトと、タスクの開始からクローズ
までのタイムアウトの合計よりも大きくしないでください。

Note

タイムアウトの種類ごとにデフォルト値があり、通常は NONE (無限) に設定されます。ただし、
すべてのアクティビティの実行の最大時間は 1 年に制限されます。

アクティビティの種類を登録するときにこれらのデフォルト値を設定しますが、アクティビティタスク
をスケジュールするときに新しい値でオーバーライドできます。これらのタイムアウトのいずれかが発生
すると、Amazon SWF はeventのタイプActivityTaskTimedOutをワークフロー履歴に追加します。このイベ
ントの timeoutType 値属性では、これらのタイムアウトがいつ発生するかを指定します。それぞれのタ
イムアウトで、timeoutType の値は括弧内に示されます。イベントの属性には、アクティビティタスク
がスケジュールされた日時 (scheduledEventId) および開始された日時 (startedEventId) に対応する
イベントの ID も含まれます。イベントの追加に加えて、Amazon SWF では、このタイムアウトが発生し
たことをディサイダーに警告する新しい決定タスクをスケジュールします。

Amazon Simple Workflow Service エンドポイント
現在の Amazon SWF リージョンとエンドポイントのリストはAmazon Web Services 全般のリファレン
ス、他のサービスのエンドポイントとともにに記載されています。

Amazon SWF ドメインと関連するすべてのワークフローおよびアクティビティは、相互に通信するために
同じリージョン内に存在している必要があります。さらに、リージョン内の登録済みのドメイン、ワーク
フロー、およびアクティビティは、他のリージョンには存在しません。たとえば、us-east-1 と us-west-2
の両方にMySampleDomain「」という名前のドメインを作成した場合、それらは別々のドメインとして存
在し、ドメインに関連するワークフロー、タスクリスト、アクティビティ、またはデータがリージョン間
で共有されることはありません。

Amazon EC2 インスタンスなど他の AWS リソースをワークフローで使用する場合、それらのリソースは 
Amazon SWF リソースと同じリージョンに存在している必要があります。この唯一の例外は、Amazon S3 
や IAM など、複数のリージョンにまたがるサービスです。このようなサービスには、それをサポートする
リージョンに存在するワークフローからアクセスできます。

Amazon Simple Workflow Service のその他のド
キュメント

このデベロッパーガイドに加えて、以下のドキュメントが参考になります。

トピック
• Amazon Simple Workflow Service API リファレンス (p. 171)
• AWS Flow Framework ドキュメント (p. 171)
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Amazon Simple Workflow Service API リファレンス

• AWS SDK ドキュメント (p. 171)
• AWS CLI ドキュメント (p. 172)

Amazon Simple Workflow Service API リファレンス
Amazon Simple Workflow Service API リファレンスは、アクション、リクエスト、およびレスポンスの構
造とエラーコードを含め、Amazon SWF HTTP API に関する詳細情報を提供します。

AWS Flow Framework ドキュメント
AWS Flow Framework は、 Amazon SWF を使用してワークフローとアクティビティを管理する分散され
た非同期アプリケーションの実装プロセスを簡略化し、ワークフローロジックの実装に集中できるように
するプログラミングフレームワークです。

各 AWS Flow Framework は、設計されている言語で慣用的に動作するよう設計されているため、選択した
言語で自然に作業を行い、Amazon SWF のすべての利点を活用しながらワークフローを実装できます。

Java 用の AWS フローフレームワークがあります。AWS Flow Framework for Java デベロッパーガイド
は、AWS Flow Framework for Java を入手、セットアップ、および使用する方法についての情報を提供し
ます。

フレームワークで使用されているクラス、メソッド、および注釈のリストについては、「AWS Flow 
Framework for Java API リファレンス」を参照してください。

AWS SDK ドキュメント
AWS Software Development Kit (SDK) は、さまざまなプログラミング言語で Amazon SWF へのアクセス
を提供します。SDK は HTTP API に非常によく似ていますが、一部の Amazon SWF 機能に対して言語固
有のプログラミングインターフェイスも提供します。各 SDK の詳細については、以下のリンクを参照して
ください。

Note

執筆時点で Amazon SWF をサポートしている SDK のみを以下に示します。利用可能な AWS 
SDK の詳細なリストについては、「アマゾン ウェブ サービスのツール」ページを参照してくだ
さい。

Java

AWS SDK for Java には、AWS インフラストラクチャサービス向けの Java API が用意されていま
す。

使用できるドキュメントを表示するには、「AWS SDK for Javaドキュメント」のページを参照してく
ださい。また、以下のリンクに従って SDK リファレンスの Amazon SWF セクションに直接移動する
こともできます。
• Class: AmazonSimpleWorkflowClient
• Class: AmazonSimpleWorkflowAsyncClient
• Interface: AmazonSimpleWorkflow
• Interface: AmazonSimpleWorkflowAsync

JavaScript

AWS SDK for JavaScript では、デベロッパーはブラウザまたはサーバー上の Node.js アプリケーショ
ン内の両方で使用できる、シンプルで使いやすい API を使用して、AWS のサービスを利用するライ
ブラリまたはアプリケーションを構築できます。
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使用できるドキュメントを表示するには、「AWS SDK for JavaScriptドキュメント」のページを参照
してください。また、以下のリンクに従って SDK リファレンスの Amazon SWF セクションに直接移
動することもできます。
• Class: AWS.SimpleWorkflow

.NET

AWS SDK for .NET は、Visual Studio プロジェクトテンプレート、AWS .NET ライブラリ、C# 
コードサンプル、資料を含む、単一のダウンロード可能なパッケージです。AWS SDK for .NET 
は、Windows 開発者が Amazon SWF およびその他のサービス用に .NET アプリケーションを簡単に
構築できるようにします。

使用できるドキュメントを表示するには、「AWS SDK for .NETドキュメント」のページを参照してく
ださい。また、以下のリンクに従って SDK リファレンスの Amazon SWF セクションに直接移動する
こともできます。
• Namespace: Amazon.SimpleWorkflow
• Namespace: Amazon.SimpleWorkflow.Model

PHP

AWS SDK for PHP は、 Amazon SWF への PHP プログラミングインターフェイスを提供します。

使用できるドキュメントを表示するには、「AWS SDK for PHPドキュメント」のページを参照してく
ださい。また、以下のリンクに従って SDK リファレンスの Amazon SWF セクションに直接移動する
こともできます。
• Class: SwfClient

Python:

AWS SDK for Python (Boto) は、Amazon SWF への Python プログラミングインターフェイスを提供
します。

利用可能なドキュメントを表示するには、「boto：Amazon Web Services への Python インターフェ
イス ページ」を参照してください。また、以下のリンクに従ってドキュメントの Amazon SWF セク
ションに直接移動することもできます。
• Amazon SWF のチュートリアル
• Amazon SWF リファレンス

Ruby

AWS SDK for Ruby では、Amazon SWF への Ruby プログラミングインターフェイスを提供します。

使用できるドキュメントを表示するには、「AWS SDK for Rubyドキュメント」のページを参照して
ください。また、以下のリンクに従って SDK リファレンスの Amazon SWF セクションに直接移動す
ることもできます。
• クラス: AWS::SimpleWorkflow

AWS CLI ドキュメント
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、AWS サービスを管理するための統合ツールです。ダウン
ロードおよび設定用の単一のツールのみを使用して、コマンドラインから複数の AWS サービスを制御
し、スクリプトを使用してこれらを自動化することができます。

AWS CLIに関する詳細については、「AWS Command Line Interface」ページを参照してください。

Amazon SWF で使用できるコマンドの概要については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「swf」を
参照してください。
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ウェブリソース 

Amazon Simple Workflow Service のウエブリソー
ス

Amazon SWF の詳細を学習したり、このサービスを使用してワークフローを開発したりするために、数多
くのウェブリソースがあります。

トピック
• Amazon SWF フォーラム (p. 173)
• Amazon SWF のよくある質問 (p. 173)
• Amazon SWF のビデオ (p. 173)

Amazon SWF フォーラム
Amazon SWF フォーラムは、Amazon の他の Amazon SWF 開発者や Amazon SWF 開発チームのメン
バーとやり取りし、質問をしたり答えを得たりするための場所です。

このフォーラムには、フォーラム: Amazon Simple WorkflowService でアクセスできます。このフォーラム
を表示するには、AWS アカウントにサインインしている必要があります。

Amazon SWF のよくある質問
Amazon SWF のよくある質問では、一般的ユースケース、Amazon SWF 間の違い、その他のサービスな
どの概要を含む、Amazon SWF に関してよくある質問の回答を提供しています。

このよくある質問には、「Amazon SWF のよくある質問」でアクセスできます。

Amazon SWF のビデオ
YouTube の Amazon Web Services チャンネルでは、Amazon SWF を含むすべての Amazon Web 
Services のビデオトレーニングを提供しています。

ビデオは頻繁に更新されます。Amazon SWF 関連のビデオの完全な一覧については、Amazon Web 
Services の Simple Workflow というクエリを使用できます。
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Ruby Flow Framework を使用し続ける

Ruby Flow ユーザー向けオプション
AWS Flow Framework for Ruby の開発は終了しています。既存のコードは今後も機能し続けますが、新し
い機能またはバージョンはありません。このトピックは、Amazon SWF を使用し続けるための使用および
移行オプション、および Step Functions への移行方法について説明します。

オプション 説明

Ruby Flow Framework を
使用し続ける (p. 174)

現状、Ruby Flow Framework は機能しています。何もしないでいる
と、コードは引き続きそのまま機能し続けます。近い将来の AWS Flow 
Framework for Ruby からの移行を計画します。

Java Flow Framework に移
行する (p. 174)

Java Flow Framework は現在も開発中であり、今後も新しい機能や更新が
リリースされます。

Step Functions に移行す
る (p. 174)

Step Functions は、ステートマシンと呼ばれる視覚的なワークフローを使
用して、分散アプリケーションのコンポーネントを調整する方法を提供し
ます。

Flow Framework を使用せ
ずに SWF API を直接使用
する (p. 175)

Ruby を使用し続け、Ruby Flow Framework の代わりに SWF API を直接使
用できます。

Ruby であっても Java であっても、Flow Framework が提供する利点は、ワークフローロジックに専念
できることです。フレームワークが細かい通信と調整の多くを処理し、複雑性の一部が抽象化されま
す。Java Flow Framework に移行することで同レベルの抽象化を維持できます。または Amazon SWF 
SDK を直接操作することもできます。

Ruby Flow Framework を使用し続ける
AWS Flow Framework for Ruby は、短期的には現在と同様に引き続き機能します。AWS Flow Framework 
for Ruby で記述されたワークフローがある場合、これらは引き続き動作します。更新、サポート、セキュ
リティの修正がないため、近い将来 AWS Flow Framework for Ruby から移行するしっかりとした計画を立
てることをお勧めします。

Java Flow Framework に移行する
AWS Flow Framework for Java は、アクティブな開発で保持されます。概念的には、AWS Flow 
Framework for Java は AWS Flow Framework for Ruby に似ています。ワークフローロジックに集中で
き、フレームワークによってディサイダーロジックが管理しやすく、Amazon SWF のその他の面も管理し
やすくなります。

• AWS Flow Framework for Java
• AWS Flow Framework for Java API リファレンス

Step Functions に移行する
AWS Step Functionsでは Amazon SWF に似たサービスを提供しますが、ここではワークフローロジック
はステートマシンによって制御されます。視覚的なワークフローを使用して、分散アプリケーションとマ
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Amazon SWF API を直接使用する

イクロサービスのコンポーネントを調整するには、Step Functions を使用します。それぞれ別個の関数 (タ
スク) を実行する個々のコンポーネントからアプリケーションを構築することで、簡単にアプリケーショ
ンをスケールおよび変更できます。Step Functions を使えば、安心してコンポーネントを調整し、アプリ
ケーションの関数を配置できます。グラフィカルコンソールは、アプリケーションのコンポーネントを
一連のステップとして可視化する手段を提供します。各ステップが自動的にトリガーおよび追跡され、
エラーが発生した場合は再試行されるため、アプリケーションが毎回意図したとおりの順序で実行されま
す。また、Step Functions では各ステップの状態がログに記録されるため、問題が発生した場合は、問題
を簡単に診断およびデバッグできます。

Step Functions では、Amazon States Language を使用して定義された宣言型 JSON で記述されたステー
トマシンを使用して、タスクの調整を管理します。ステートマシンを使用することで、アプリケーション
ロジックを制御するディサイダープログラムを作成および維持する必要がなくなります。Step Functions 
は、視覚的なワークフローを使用してアプリケーションコンポーネントを調整する直感的、効率的、迅速
なアプローチを提供します。すべての新しいアプリケーションでは AWS Step Functions を使用すること
を検討してください。Step Functions は、AWS Flow Framework for Ruby に現在実装されているワークフ
ローに移行する優れたプラットフォームを提供します。

Ruby 言語のスキルを引き続き活用しながらタスクを Step Functions に移行するために、Step Functions 
には Ruby アクティビティワーカーのサンプルが用意されています。このサンプルはアクティビティワー
カーを実装するベストプラクティスを使用しており、Step Functions にタスクロジックを移行するため
のテンプレートとして使用できます。詳細については、「AWS Step Functions デベロッパーガイド」の
「Rubyでのアクティビティワーカーの例」トピックを参照してください。

Note

多くのお客様にとって、AWS Flow Framework for Ruby から Step Functions への移行が最適な
選択肢です。しかし、信号がプロセスに介入する必要がある場合、または結果を親に返す子プロ
セスを起動する必要がある場合は、Amazon SWF API を直接使用したり、AWS Flow Framework 
for Java に移行することを検討してください。

AWS Step Functions の詳細については、以下を参照してください。

• AWS Step Functions デベロッパーガイド
• AWS Step Functions API リファレンス
• AWS Step Functions コマンドラインリファレンス

Amazon SWF API を直接使用する
AWS Flow Framework for Ruby によって、Amazon SWF の複雑性が管理されている場合は、Amazon 
SWF API を直接使用することもできます。API を直接使用することで、タスクの実装と調整を完全に制御
するワークフローを構築できます。進行状況を追跡してその状態情報を維持するといった、内部的に複雑
な処理を行う必要はありません。

• Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド
• Amazon Simple Workflow Service API リファレンス
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Amazon Simple Workflow Service デ
ベロッパーガイド履歴

次の表に、「Amazon Simple Workflow Service Developer Guide」(Amazon Simple Workflow Service デベ
ロッパーガイド) の前回のリリース以後に行われた、ドキュメントの重要な変更を示します。

• API バージョン: 2012-01-25
• ドキュメントの最終更新日: 2021 年 5 月

変更 説明 変更日

更新 Amazon SWF では、SWF ワークフローとその実行関連のアク
ションを管理するための新しいコンソールエクスペリエンスが
提供されました。詳細については Amazon SWF を参照してく
ださい (p. 34)。

2022 年 9 月 
12 日

更新 タスク実行におけるクォータ (p. 164)セクションを更新して含
めMaximum tasks scheduled per second、の Amazon 
SWF メトリクス CloudWatch (p. 109)ページを更新して非
ASCIIリソース名の使用に関する情報を含めました (p. 115)
CloudWatch。

2021 年 5 月 
12 日

新機能 Amazon Simple Workflow Service が、Amazonをサポートする
ようになりました EventBridge。詳細については、以下を参照
してください。

• Amazon SWF の EventBridge (p. 124)
• EventBridge ユーザーガイド

2020 年 12 月 
18 日

新機能 Amazon Simple Workflow Service は、タグを使用した IAM ア
クセス許可をサポートしています。詳細については、以下を参
照してください。

• [Tags] (タグ) (p. 72)
• Amazon SWF タグの管理 (p. 73)
• Amazon SWF ワークフロー実行のタグ付け (p. 73)
• IAM タグを使用して Amazon SWF ドメインへのアクセス

を制御する (p. 74)
• TagResource
• UntagResource
• ListTagsForResource
• RegisterDomain

2019年6月20
日

新機能 Amazon Simple Workflow Service が欧州 (ストックホルム) 
リージョンで利用可能になりました。

2018 年 12 月 
12 日

更新 CloudTrail 統合に関する Amazon Simple Workflow Service 
のトピックを改善しました。AWS CloudTrail での Amazon 
Simple Workflow Service API コールのログ (p. 119) を参照して
ください。

2018 年 8 月 
7 日
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変更 説明 変更日

更新 PendingTasksの新しい指標に関する情報を追加しました 
CloudWatch。詳細については、「Amazon SWF のメトリク
ス (p. 110)」を参照してください。

2018 年 6 月 
18 日

更新 コードサンプルの構文ハイライトを改善しました。 2018 年 3 月 
29 日

更新 Ruby Flow ユーザーがそのプラットフォームから移行するため
の選択肢を説明するトピックを追加しました。詳細について
は、「Ruby Flow ユーザー向けオプション (p. 174)」を参照し
てください。

2018 年 3 月 
9 日

更新 高度な概念のトピックへのナビゲーションの向上。Amazon 
SWF の高度な概念 (p. 68) を参照してください。

2018 年 2 月 
19 日

更新 有効な統計情報を追加して、 CloudWatch 指標のドキュ
メントを改善しました。の Amazon SWF メトリクス 
CloudWatch (p. 109) を参照してください。

2017 年 12 月 
4 日

更新 ドキュメントの構成を明確にするため、目次を変更しました。
「API と決定イベントのメトリクス (p. 110)」に新しい情報を
追加しました。

2017 年 11 月 
9 日

更新 「Amazon SWF クォータ (p. 163)」セクションを更新して、す
べてのリージョンのスロットリング制限を含めました。

2017 年 10 月 
18 日

更新 activity_list との混同を避けるため、「Amazon SWF お
よび Amazon SNS を使用したサブスクリプションワークフ
ローのチュートリアル (p. 9)」で task_list を workflowId
に変更しました。

2017 年 7 月 
25 日

更新 このガイド全体でコード例をクリーンアップしました。 2017 年 6 月 
5 日

更新 このガイドの構成や内容を簡素化し、改善しました。 2017 年 5 月 
19 日

更新 更新とリンクの修正。 2017 年 5 月 
16 日

更新 更新とリンクの修正。 2016 年 10 月 
1 日

Lambda タスクのサ
ポート

ワークフローで従来のアクティビティタスクに加えて Lambda 
タスクを指定できます。詳細については、「AWS Lambda タ
スク (p. 143)」を参照してください。

2015 年 7 月 
21 日

タスクの優先順位の設
定のサポート

Amazon SWF には、タスクリストでタスクで優先順位を設定
するためのサポートが追加され、低優先順位のタスクの前に、
高優先順位のタスクを提供が試みられるようになりました。
ワークフローとアクティビティのタスクの優先順位の設定方
法は、「タスクの優先順位の設定 (p. 157)」に説明されていま
す。

2014 年 12 月 
17 日

更新 でAmazon SWF API コールを記録する方法を説明する新し
いトピックが追加されました CloudTrailAWS CloudTrail での 
Amazon Simple Workflow Service API コールのログ (p. 119)。

2014 年 5 月 
8 日
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変更 説明 変更日

更新 Amazon SWF CloudWatch メトリクスに関連する 2 つの新
しいトピックが追加されました。「」には、サポートされ
ているメトリクスのリストと説明、「」にはCloudWatch 
の Amazon SWF メトリクスの表示AWS Management 
Console (p. 116)、でメトリクスを表示し、アラームを設定す
る方法に関する情報が含まれますの Amazon SWF メトリクス 
CloudWatch (p. 109)AWS Management Console。

2014 年 4 月 
28 日

更新 新しいセクション「Amazon Simple Workflow 
Service (p. 168)」を追加しました。このセクションで
は、Amazon SWF 開発者向けに、いくつかのサービスリファ
レンス情報と、追加のドキュメント、サンプル、コード、およ
び他のウェブリソースに関する情報を示しています。

2014 年 3 月 
19 日

更新 ワークフローのチュートリアルを追加しました。Amazon SWF 
および Amazon SNS を使用したサブスクリプションワークフ
ローのチュートリアル (p. 9) を参照してください。

2013 年 10 月 
25 日

更新 AWS CLI 情報と例  (p. 132) を追加しました。 2013 年 8 月 
26 日

更新 更新と修正。 2013 年 8 月 
1 日

更新 ドキュメントを更新し、アクセスコントロールのために IAM を
使用する方法について説明しました。

2013 年 2 月 
22 日

初回リリース Amazon Simple Workflow Service Developer Guide (Amazon 
Simple Workflow Service デベロッパーガイド) の初回リリー
ス。

2012 年 10 月 
16 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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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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