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AWS IoT SiteWise の仕組み

AWS IoT SiteWise の概要
AWS IoT SiteWise は、産業用機器からデータを大規模に収集、モデル化、分析、視覚化することができる
マネージドサービスです。AWS IoT SiteWise Monitor を使用すると、技術者以外のユーザー向けの ウェブ
アプリケーションをすばやく作成して、産業データをリアルタイムで表示および分析できます。平均故障
間隔や総合設備効率 (OEE) などのメトリクスを設定およびモニタリングすることで、産業オペレーション
に関するインサイトを得ることができます。AWS IoT SiteWise エッジ では、ローカルデバイスでデータ
の閲覧や加工が可能です。
AWS IoT SiteWise の基本的なアーキテクチャを次の図に示します。

AWS IoT SiteWise の仕組み
AWS IoT SiteWise では、産業用デバイス、プロセス、および施設の表現を構築するために使用できるア
セットモデリングフレームワークを提供します。アセットモデルでは、使用する生データと、生データを
複雑なメトリクスに処理する方法を定義します。[AWS IoT SiteWise console] (コンソール) では、産業オ
ペレーション用のアセットとモデルを構築し、視覚化できます。エッジでデータを収集し処理する、また
は AWS クラウドでデータを処理するようにアセットモデルを構成することができます。
産業用データは、次の方法で AWS IoT SiteWise にアップロードできます。
• 一般的な産業用ゲートウェイや仮想サーバーなど AWS IoT Greengrass をサポートする任意のプラッ
トフォームで動作する AWS IoT SiteWise ゲートウェイソフトウェアを使用します。このソフトウェ
アは、OPC-UA プロトコルなどのプロトコルを介して現場のサーバーからデータを直接読み取ること
ができます。1 つの AWS IoT SiteWise ゲートウェイに最大 100 個の OPC-UA サーバーを接続できま
す。Modbus TCP や Ethernet/IP (EIP) プロトコルでデータを読み込むことも可能です。詳細について
は、「ゲートウェイを使用したデータの取り込み (p. 103)」を参照してください。

Note
ゲートウェイにパックを追加することで、エッジ機能を有効にすることができます。Sitewise
エッジでは、現場で直接データを読み取り処理し、AWS IoT Greengrass ストリーミングを使
用して AWS クラウドに送信することができます。詳細については、「エッジデータ処理を有
効にする。 (p. 150)」を参照してください。
• AWS IoT Coreル ールを使用する。AWS IoT Core に接続されたデバイスが MQTT メッセージを送信
している場合、AWS IoT Core のルールエンジンを使用してこれらのメッセージをAWS IoT SiteWiseに
ルーティングすることが可能です。詳細については、「AWS IoT Core ルールを使用によるデータの取
り込み (p. 73)」を参照してください。
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• AWS IoT Events アクションを使用します。IoT を構成できます SiteWise アクションインAWS IoT
Eventsデータをに送信するにはAWS IoT SiteWiseイベントが発生したとき。詳細については、「AWS
IoT Events からのデータの取り込み (p. 81)」を参照してください。
• AWS IoT Greengrass のストリーミングマネージャーを使用する。大量の IoT データを AWS IoT
SiteWise に送信するエッジ側のソリューションを構成することができます。詳細については、「AWS
IoT Greengrass ストリーミングマネージャーを使用したデータの取り込み。 (p. 81)」を参照してく
ださい。
• AWS IoT SiteWise API を使用します。エッジまたはクラウド上のアプリケーションは、AWS IoT
SiteWise に直接データを送信できます。詳細については、「AWS IoT SiteWise API の使用によるデータ
の取り込み (p. 81)」を参照してください。
以下のように設定することができます SiteWise のモニタリング、技術者以外の従業員が業務を視覚化する
ためのウェブアプリケーションを作成します。とIAM アイデンティティセンターまたはIAM では、各従業
員が産業オペレーション全体の特定のサブセットを表示するための固有のログインとアクセス許可を設定
することができます。AWS IoT SiteWiseはアプリケーションガイドこれらの従業員が使用方法を学習する
ための SiteWise のモニタリング。

AWS IoT SiteWise を使用する理由
利点
すべてのソースからのデータの一貫的な収集
AWS IoT SiteWise を使用すると、複数の施設から確実にデータを収集、構造化し、データのアクセス
と把握を可能にします。新たにソフトウェアを開発する必要はありません。複数の施設にまたがる機
器やプロセスに関する情報やメトリクスをクエリできるので、アプリケーションにすぐに利用するこ
とができます。AWS IoT SiteWiseには、必要なデータの収集、管理、視覚化機能が組み込まれていま
す。そのため、データからより多くを学ぶための新しいアプリケーションに開発リソースを投資する
ことができます。
リモートモニタリングによる問題検出の迅速化
AWS IoT SiteWise では、あらゆる場所にある産業機器のパフォーマンスが評価されます。以前は、
技術者を派遣して診断し、さらに別の技術者を派遣して問題を解決する必要がありました。問題診断
は遠隔で行い、必要なときだけ技術者を派遣して問題を解決することができるようになりました。現
場での診断活動の調整に費やす時間を減らすことができ、エンジニアは最も得意とする運用状況の把
握、およびより良いシステムの設計に集中できるようになります。
中央データソースによる施設間共通プロセスの改善
産業設備全体を視覚化することで、オペレーションを合理化し、生産のギャップや廃棄物を発見する
ことができます。AWS IoT SiteWise を使用すると、複数の施設にまたがる産業プロセスや機器のモデ
ルを作成し、カスタマイズ可能なチャートとダッシュボードを使用して、ライブおよび過去のアセッ
トデータを自動的に発見し、視覚化することができます。スルー SiteWise によるのモニタリング。
アセットデータを含むウェブアプリケーションを数分で起動することができ、産業エンジニアが問題
に対応したり、施設間の違いを特定するための可視性を提供することができます。 SiteWise Monitor
は、お客様の業務をよりよく理解し、プロセスを改善し、組織全体の無駄を削減するための一元的で
権威ある情報源を簡単に作成することができます。
オンプレミスでデータを処理し、現場アプリケーションをモニタリングする
AWS IoT SiteWise には、オンプレミスで稼働し、機器やローカルの歴史データベースへの安全な接続
とデータの読み取りを行うソフトウェア (プレビュー) である Sitewise エッジ が含まれています。ク
ラウド上で機器や環境のモデルを作成したら、Sitewise エッジはローカルで同じモデルを使用して、
クラウドとオンプレミスの両方の環境で一貫性を維持し、重複、労力、開発コストを削減します。
データレジデンシー要件のためにオンプレミスにデータを保持したり、ローカルのエッジアプリケー
ションで使用するなど、複数の場所でデータを使用・保存する場所を選択することができます。ま
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た、データを AWS IoT SiteWise やクラウド上の他の AWS サービスに送信して、追加ストレージやさ
らなる分析を行うこともできます。Sitewise Edgeを使用すると、展開できます SiteWise ウェブアプ
リケーションをローカルにモニタリング。プロセスエンジニアなどのユーザーは、現場においてほぼ
リアルタイムで機器データを視覚化することができます。Sitewise エッジは、クラウドへの接続がで
きない場合でも、オンプレミスシナリオのために動作を継続します。

ユースケース
製造
AWS IoT SiteWiseを使えば、設備から簡単にデータを収集・活用し、非効率な作業を特定して削減
し、産業界のオペレーションを改善することができます。AWS IoT SiteWise は、製造ラインや組立ロ
ボットからデータを収集し、AWS クラウドに転送し、特定の機器やプロセスのパフォーマンスメトリ
クスを構築するのに役立ちます。これらのメトリクスは、運用状況の全体的な効率性を理解し、イノ
ベーションおよび改善の機会を明らかにするために使用できます。また、製造工程を表示し、設備や
工程の欠陥、生産ギャップ、製品不良を特定することができます。
食品飲料
食品飲料業界の施設は、穀物製粉、精肉と加工、電子レンジ調理可能な料理のアセンブリ、調理、冷
凍など、多岐にわたる食品加工を手掛けます。多くの場合、これらを処理する工場は複数の場所に分
散しており、工場および機器オペレーターは一元的な場所でプロセスと機器をモニタリングしていま
す。例えば、冷蔵ユニットのモニタリング、食材の取り扱いや賞味期限の評価、あるいは施設全体の
廃棄物発生をモニタリングし、業務効率を確保することもあります。AWS IoT SiteWise を使用する
と、複数の場所からのセンサーデータストリームを生産ラインや設備ごとにグループ化することがで
きるため、プロセスエンジニアは全施設にわたるプロセスをよりよく理解し、改善することができま
す。
エネルギーとユーティリティ
大抵の場合、企業は、機器を修理するために訓練された技術者から遠く離れた遠隔地にその発電ア
セットをデプロイします。問題が発生すると、技術者が通知を受け取り、問題診断のために現場に出
張して、修理にはあらためて出張します。AWS IoT SiteWise を使用すると、機器の問題をより簡単
かつ効率的に解決できます。アセットのパフォーマンスをリアルタイムで遠隔モニタリングし、どこ
からでも過去の機器データにアクセスできるため、潜在的な問題をピンポイントで特定し、適切なリ
ソースを派遣し、問題の予防と解決を迅速に行うことができます。

AWS IoT SiteWise を初めて利用する場合
AWS IoT SiteWise を初めて使用する場合は、AWS IoT SiteWise のコンポーネントと概念を読み、AWS
IoT SiteWise デモ (p. 10)を設定することをお勧めします。
• AWS IoT SiteWise の主要コンポーネント (p. 8)
• AWS IoT SiteWise の概念 (p. 4)
次のチュートリアルを完了すると、AWS IoT SiteWise の特定の機能について学習できます。
• AWS IoT のモノからの AWS IoT SiteWise へのデータの取り込み (p. 16)
• AWS IoT SiteWise Monitor での風力発電施設データの視覚化と共有 (p. 40)
• プロパティ値の更新を Amazon DynamoDB にパブリッシュする (p. 58)
AWS IoT SiteWise の詳細については、以下のトピックを参照してください。
• AWS IoT SiteWise へのデータの取り込み (p. 73)
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• 産業用アセットのモデリング (p. 160)
• AWS IoT SiteWise Monitor によるデータのモニタリング (p. 289)
• アセットプロパティ値と集計をクエリする (p. 317)
• その他の AWS のサービスの操作 (p. 323)

関連サービス
AWS IoT SiteWise は、AWS クラウドで完全な AWS IoT ソリューションを開発できるように、次の AWS
サービスと統合されています。
• AWS IoT Core - センサーデータを AWS IoT SiteWise にアップロードする AWS IoT デバイスを登録し
て制御します。AWS IoT メッセージブローカーに通知を発行するよう AWS IoT SiteWise を設定できま
す。これにより、AWS IoT SiteWise データを他の AWS のサービスに送信できます。詳細については、
次のトピックを参照してください。
• AWS IoT Core の使用によるデータの取り込み (p. 73)
• その他の AWS のサービスの操作 (p. 323)
• 「AWS IoT デベロッパーガイド」の 「AWS IoT とは?」
• AWS IoT Greengrass - AWS クラウド機能を持ち、ローカル AWS IoT デバイスと通信できるエッジデバ
イスをデプロイします。AWS IoT SiteWise ゲートウェイは AWS IoT Greengrass で実行され、ローカル
サーバーからデータを収集し、AWS クラウドにデータを公開します。詳細については、次のトピックを
参照してください。
• ゲートウェイを使用したデータの取り込み (p. 103)
• 「AWS IoT Greengrass Version 1 デベロッパーガイド」の 「AWS IoT Greengrass とは?」
• AWS IoT Events - IoT データをモニタリングして、プロセスの障害やオペレーションの変更がないか確
認し、そのようなイベントが発生したときにアクションをトリガーします。詳細については、次のト
ピックを参照してください。
• アラームによるデータのモニタリング。 (p. 250)
• [AWS IoT SiteWise Monitor Application Guide] (アプリケーションガイド) の[Monitoring with alarms]
(アラームを使ったモニタリング)。
• 「AWS IoT Events デベロッパーガイド」の 「AWS IoT Events とは?」
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(IAM アイデンティティセンター) とAWS
Identity and Access Management(IAM)— ユーザー ID とアクセス許可を作成および管理します。
SiteWise ユーザーが Web ポータルにサインインするのを監視するIAM アイデンティティセンターまた
はIAM 認証情報を入力し、どのユーザーがどのアセットのデータにアクセスできるかを定義できます。
詳細については、次のトピックを参照してください。
• AWS IoT SiteWise Monitor によるデータのモニタリング (p. 289)
• とは SiteWise によるのモニタリングのAWS IoT SiteWise Monitorアプリケーションガイド
• IAM アイデンティティセンターとはのAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
ユーザーガイド
• IAM User Guide (IAM ユーザーガイド) の What is IAM? (IAM とは)

AWS IoT SiteWise の概念
以下は、AWS IoT SiteWise の主な概念です。
ゲートウェイ
ゲートウェイは、お客様の敷地内に常駐し、データの収集、処理、ルーティングを行います。ゲート
ウェイは、OPC-UA、 Modbus TCP、Ethernet/IP プロトコルを使用して産業用データソースに接続
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し、データを処理する際に収集したり、AWS クラウドにデータをルーティングしたりします。ゲート
ウェイは、パックを使ってデータを収集し、エッジでデータを処理するなどの処理を行います。使用
できるパックの詳細については、the section called “パックを使用する。” (p. 103) を参照してくださ
い。
ゲートウェイは、AWS IoT Greengrass を実行可能な任意のデバイスまたはプラットフォームに作成
できます。ゲートウェイソフトウェアは、AWS IoT Greengrass グループに追加するコネクターで構
成されています。詳細については、「ゲートウェイを使用したデータの取り込み (p. 103)」を参照し
てください。
パック
ゲートウェイはパックを使用して、データの収集、処理、ルーティングの方法を決定します。現
在、AWS IoT SiteWise では、データ収集パックとデータ処理パックをサポートしています。。ゲート
ウェイで利用可能なパックの詳細については、the section called “パックを使用する。” (p. 103) を参
照してください。
データ収集パック
データ収集パックを使用すると、ゲートウェイが産業用データを収集し、任意の AWS 宛先に
ルーティングすることができます。このパックはゲートウェイに自動的に追加され、削除するこ
とはできません。
データ処理パック
データ処理パックを使用すると、ゲートウェイがエッジで構成されたアセットモデルやアセット
と通信できるようになります。データ処理パックを搭載したゲートウェイは、AWS アカウント内
のエッジ用に設定されたすべてのアセットモデルと自動的に定期的に同期します。
データストリーム
アセットモデルやアセットを作成する前に、AWS IoT SiteWise に産業用データを取り込むことができ
ます。AWS IoT SiteWise は、お客様の機器からraw データのストリームを受信するために、自動的に
データストリームを作成します。
データストリームのエイリアス
データストリームのエイリアスは、データストリームを簡単に識別するのに役立ちます。例え
ば、server1-windfarm/3/turbine/7/temperature データストリームのエイリアスは、ウイン
ドファーム#3のタービン#7からの温度値を識別します。server1 は OPC-UA サーバーを識別するた
めのデータソース名です。server1- は、この OPC-UA サーバーから報告されるすべてのデータスト
リームに付加されるプレフィックスです。
データストリームの関連付け
アセットモデルとアセットを作成した後、データストリームとアセットで定義されたアセットプロパ
ティを関連付けてデータを構造化すると、AWS IoT SiteWise はアセットモデルとアセットを使用し
て、データストリームから受信したデータを処理することができるようになります。また、アセット
プロパティからのデータストリームの関連付けを解除することもできます。詳細については「 データ
ストリームの管理 (p. 242)」を参照してください。
アセット
産業機器からAWS IoT SiteWise にデータが取り込まれると、デバイス、機器、プロセスはそれぞれア
セットとして表されます。各アセットには関連付けられたデータがあります。たとえば、機器には、
シリアル番号、ロケーション、製造元とモデル、およびインストール日があります。また、可用性、
性能、品質、温度、圧力などの時系列値を持つ場合もあります。アセットは階層に編成できます。階
層では、アセットは子アセットに保存されているデータにアクセスできます。詳細については、「産
業用アセットのモデリング (p. 160)」を参照してください。
アセットモデル
すべてのアセットは、アセットモデルから作成されます。アセットモデルはアセットのフォーマット
を標準化する宣言的な構造です。アセットモデルでは、同じ型の複数のアセットに一貫した情報が適
用されるため、デバイスのグループを表すアセット内のデータを処理できます。各アセットモデルで
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は、属性 (p. 6)、時系列入力 (測定 (p. 6)) 、時系列変換 (変換 (p. 6)) 、時系列集約 (メト
リクス (p. 6)) 、アセット階層 (p. 6)を定義できます。詳細については、「産業用アセットの
モデリング (p. 160)」を参照してください。
アセットモデルをエッジ用に設定することで、アセットモデルのプロパティが処理される場所を制御
することができます。この特徴を利用して、ローカルデバイスのアセットデータを処理し、モニタリ
ングすることができます。
出典先
出典先を使用すると、ソースサーバーから受信するデータのデスティネーションを制御することが
できます。AWS IoT SiteWise にデータを送るか、AWS IoT Greengrass のストリーミングを使用し
てデータを別の場所に送るか、どちらかです。AWS IoT Greengrass ストリーミングは、オンプレミ
ス・アプリケーション、または AWS クラウドにデータを送信するように設定することができます。
ゲートウェイ内の各出典サーバーに対して、出典先を設定します。
アセットプロパティ
アセットプロパティは、産業データを含む各アセット内の構造です。各プロパティはデータ型を
持ち、ユニットを持つことができます。プロパティには、属性 (p. 6)、測定 (p. 6)、変
換 (p. 6)、または メトリクス (p. 6)を指定できます。詳細については、「データのプロパティ
を定義する。 (p. 172)」を参照してください。
エッジでコンピューティングするためのアセットプロパティを設定することができます。エッジでの
データ処理については、the section called “エッジデータ処理を有効にする。” (p. 150) を参照してく
ださい。
属性
属性は、デバイスの製造元やデバイスの場所など、一般的に変更されない情報を表すアセットプロ
パティです。属性はデフォルト値を持つことができます。アセットモデルから作成する各アセットに
は、このモデルのデフォルト値の属性が含まれています。詳細については、「静的データ (属性) の定
義 (p. 172)」を参照してください。
測定
測定は、デバイスまたは機器の生のセンサー時系列データストリームを表すアセットプロパティで
す。詳細については、「機器からのデータストリームの定義 (測定値) (p. 174)」を参照してくださ
い。
変換
変換は、変換された時系列データを表すアセットプロパティです。すべての変換には、データポイン
トをあるフォームから別のフォームに変換する方法を定義する数学関数式 (p. 7)があります。変換
されたデータポイントには one-to-one 入力データポイントとの関係。詳細については、「データの変
換 (変換) (p. 175)」を参照してください。
メトリクス
メトリクスは、集計された時系列データを表すアセットプロパティです。すべてのメトリクスには、
データポイントを集計する方法を定義する数学関数式 (p. 7)と、その集計を計算する時間間隔が
あります。メトリクスは、指定された時間間隔ごとに単一のデータポイントを出力します。詳細につ
いては、「プロパティおよびその他のアセットのデータ (指標) の集計 (p. 178)」を参照してくださ
い。
Aggregate
集計は、すべての時系列データを AWS IoT SiteWise 自動的に計算する基本的メトリクスです。詳細
については、「アセットプロパティ集計のクエリ (p. 320)」を参照してください。
アセット階層
アセット階層を定義して、産業オペレーションの論理的表現を作成できます。階層を作成するには、
アセットモデルで階層定義を定義し、そのモデルから作成されたアセットと階層定義で指定されたモ
デルを関連付けます。親アセットのメトリクスは、子アセットのプロパティからデータを集計できる
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ため、オペレーションまたはオペレーションのサブセットに対するインサイトを提供する統計を計算
できます。詳細については、「アセットモデル間の関係 (階層) を定義する。 (p. 219)」を参照して
ください。
式
すべての トランスフォーム (p. 6)プロパティと メトリクス (p. 6)プロパティには、そのプロ
パティがデータを変換または集約する方法を定義する式があります。式は、AWS IoT SiteWise が提供
するプロパティ入力、演算子、関数で構成されます。詳細については、「数式の使用 (p. 184)」を参
照してください。
プロパティエイリアス
アセットプロパティにエイリアスを定義すると、アセットデータを取り込むときや取り出すときにア
セットプロパティを簡単に識別できます。[gateway] (p. 4) (ゲートウェイ) を使用してサーバー
からデータを取り込む場合、プロパティのエイリアスは raw データストリームのパスと一致させ
る必要があります。詳細については、「アセットプロパティへの産業データストリームのマッピン
グ (p. 224)」を参照してください。
プロパティ通知
アセットプロパティのプロパティ通知を有効にすると、AWS IoT SiteWise はプロパティに新しい値
を受け取るたびに MQTT メッセージを AWS IoT Core にパブリッシュします。メッセージペイロード
には、そのプロパティ値の更新に関する情報が含まれています。プロパティ値通知を使用して、AWS
IoT SiteWise の産業データを他の AWS サービスと結びつけるソリューションを作成できます。詳細
については、「その他の AWS のサービスの操作 (p. 323)」を参照してください。
Portal
An SiteWise のモニタリング (Monitor Portal) は、を視覚化し、共有するために使用できるウェブアプ
リケーションです。AWS IoT SiteWiseデータ。ポータルには 1 人以上の管理者があり、0 個以上のプ
ロジェクトが含まれています。
ポータル管理者
each SiteWise Monitor Portal には、1 人以上のポータル管理者があります。ポータル管理者は、ポー
タルを使用して、アセットとダッシュボードのコレクションを含むプロジェクトを作成します。その
後で、ポータル管理者はアセットと所有者を各プロジェクトに割り当てます。プロジェクトへのアク
セスを制御することにより、ポータル管理者は、プロジェクトの所有者とビューワーが参照できるア
セットを指定します。
プロジェクト
each SiteWise Monitor ポータルには、一連のプロジェクトが含まれています。各プロジェクトに
は、AWS IoT SiteWise アセットと関連付けられたのサブセットがあります。プロジェクト所有者
は、1 つ以上のダッシュボードを作成して、それらのアセットに関連付けられたデータの整合性ある
表示方法を提供します。プロジェクトの所有者は、プロジェクトに閲覧者を招待して、プロジェクト
内のアセットとダッシュボードを表示できるようにすることができます。プロジェクトは、内の共有
の基本単位です SiteWise のモニタリング。プロジェクト所有者は、AWS 管理者によってポータルへ
のアクセス権が与えられたユーザーを招待できます。ユーザーは、そのポータル内のプロジェクトを
そのユーザーと共有する前に、ポータルへのアクセス権を持っている必要があります。
プロジェクトの所有者
each SiteWise Monitor プロジェクトには所有者がいます。プロジェクトの所有者は、一貫した方法で
運用データを表すために、ダッシュボードの形式で可視化を作成します。ダッシュボードを共有する
準備ができたら、プロジェクト所有者はビューワーをプロジェクトに招待できます。プロジェクトの
所有者は、他の所有者もプロジェクトに割り当てることができます。プロジェクト所有者は、アラー
ムのしきい値や通知設定を設定することができます。
プロジェクトビューワー
each SiteWise Monitor プロジェクトには閲覧者がいます。プロジェクト閲覧者は、ポータルに接続
して、プロジェクト所有者が作成したダッシュボードを表示できます。各ダッシュボードでは、プロ
ジェクトビューワーが時間範囲を調整することで、運用データをより深く理解することができます。
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プロジェクト閲覧者は、アクセス権のあるプロジェクトのダッシュボードのみを表示できます。プロ
ジェクトビューワーは、アラームを確認したり、スヌーズさせたりすることができます。
ダッシュボード
各プロジェクトには、ダッシュボードのセットが含まれています。ダッシュボードは、一連のアセッ
トの値に対する一連の可視化を提供します。プロジェクトの所有者は、ダッシュボードとそれに含
まれる可視化を作成します。プロジェクト所有者がダッシュボードのセットを共有する準備ができた
ら、所有者はプロジェクトに閲覧者を招待し、プロジェクト内のすべてのダッシュボードにアクセス
できるようにします。ダッシュボードごとに異なる閲覧者のセットが必要な場合は、プロジェクト間
でダッシュボードを分割する必要があります。ダッシュボードを見るとき、ビューワーは時間範囲を
調整することができます。
視覚化
各ダッシュボードでは、プロジェクトに関連するアセットのプロパティとアラームをどのように表示
するかをプロジェクト所有者が決定します。可用性は折れ線グラフで、その他の数値は棒グラフや重
要業績評価指標 (KPI、 Key Performance Indicator) で表示されるかもしれません。アラームは、状態
グリッドと状態タイムラインでの表示が最適です。プロジェクトの所有者は、それぞれの可視化をカ
スタマイズして、そのアセットのデータを最もよく理解できるようにしています。

AWS IoT SiteWise の主要コンポーネント
AWS IoT SiteWise のコアコンポーネントは次のとおりです。
• [Gateway software] (ゲートウェイソフトウェア) – AWS IoT Greengrass が提供する複数の AWS IoT
SiteWise コネクタで構成されています。これらのコネクタは、AWS IoT Greengrass (バージョン 1.10.2
以降) をサポートするすべてのプラットフォームで動作します。ゲートウェイソフトウェアは、OPCUA、 Modbus TCP、 Ethernet/IP プロトコルでデータストリームをポーリングし、安全なインターネッ
ト接続を介して AWS IoT SiteWise へデータをアップロードします。また、インターネット接続が中断
した場合に備えて、ゲートウェイソフトウェアはデータをローカルにキャッシュします。ゲートウェイ
にコネクタを設定する方法については、ゲートウェイを使用したデータの取り込み (p. 103) を参照し
てください。

Note
これらのコネクタは、AWS IoT Greengrass バージョン 2 には対応していません。
データ処理パックを有効にすると、ゲートウェイソフトウェアはローカルでデータを処理し、そのデー
タを AWS クラウドに送信することができます。ローカルでのデータ処理については、the section called
“エッジデータ処理を有効にする。” (p. 150) を参照してください。
• [Local gateway application] (ローカルゲートウェイアプリケーション) - ローカルエッジで構成された
ゲートウェイ、アセットモデル、およびローカルデバイス上のアセットをモニタリングするために使用
できるアプリケーションです。ローカルでのデータ処理については、the section called “エッジデータ処
理を有効にする。” (p. 150) を参照してください。
• [Resources] (リソース) - エッジ用に設定されたアセットモデルとモニタリングダッシュボード。
• [Gateway management] (ゲートウェイ管理) – AWS IoT SiteWise コンソールが提供するツール。これに
よりエッジゲートウェイを構成し、既存のゲートウェイ構成を更新できます。ゲートウェイとソースの
構成方法については、「ゲートウェイの AWS IoT SiteWise への追加 (p. 117)」を参照してください。
• [Asset modeling] (アセットモデリング) - AWS IoT SiteWise コンソールで提供されるアセット、プロセ
ス、および施設をモデル化するためのツール。アセットモデルや、アップロードされたデータストリー
ムから複数のアセットを作成できます。アセットを他のアセットの子として定義して、プロセスと施
設全体を表現できます。また、AWS IoT SiteWise がアップロードされたデータストリームから計算す
る変換とメトリクスを定義できます。AWS IoT SiteWise はまた、データに対して一連の基本的な集計
を自動的に計算します。モデルとアセットを作成する方法については、「産業用アセットのモデリン
グ (p. 160)」を参照してください。集約されたアセットプロパティ値のクエリ方法については、「ア
セットプロパティ集計のクエリ (p. 320)」を参照してください。
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• AWS IoT SiteWise Monitor - ユーザーや他のユーザーがどのデバイスからでもアクセスできるデータの
視覚化とモニタリングウェブアプリケーション。技術者以外の従業員がインサイトを得るために、工業
オペレーションの固有のサブセットを持つポータルとダッシュボードを構成できます。の設定方法を学
習するには SiteWise 監視、参照AWS IoT SiteWise Monitor によるデータのモニタリング (p. 289)。の
使用方法を学習するには SiteWise Web アプリケーションを監視するには、AWS IoT SiteWise Monitor
アプリケーションガイド。
• [AWS IoT Core integration] (Core 統合) - AWS IoT SiteWiseにデータを取り込む AWS IoT Core ルールア
クションと他の AWS のサービスとの統合のために、アセットプロパティ値を MQTT トピックに公開す
るオプション。AWS IoT Core からデータを取り出す方法については、AWS IoT Core ルールを使用によ
るデータの取り込み (p. 73) を参照してください。アセットプロパティデータを AWS IoT Core に送
信する方法については、その他の AWS のサービスの操作 (p. 323) を参照してください。
• [CLI and SDKs] – (CLI と SDK) アセット、ポータル、ダッシュボードを作成、管理、更新できる
API。API を使用して、アセットの現在のプロパティ値、履歴プロパティ値、および集計プロパティ値を
読み取ることができます。API を使用して、アセットプロパティにデータをアップロードすることもで
きます。AWS IoT SiteWise API は、AWS Command Line Interface (CLI) およびさまざまなプログラミ
ング言語用の SDK で使用できます。

ご意見をお待ちしております
ご意見をお待ちしております。お問い合わせは、AWS IoT SiteWise ディスカッションフォーラムにアクセ
スするか、フィードバックリンクのいずれかを使用してください。
• ページの下部でフィードバックを提供します。
• ページの右上にあるフィードバック。
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AWS IoT SiteWise の開始方法
AWS IoT SiteWise を使用すると、データを収集、整理、および分析できます。
AWS IoT SiteWise には、実際のデータソースを設定せずにサービスを調べることができるデモが用意され
ています。詳細については、「AWS IoT SiteWise デモの使用 (p. 11)」を参照してください。
次のチュートリアルを完了すると、AWS IoT SiteWise の特定の機能について学習できます。
• AWS IoT のモノからの AWS IoT SiteWise へのデータの取り込み (p. 16)
• AWS IoT SiteWise Monitor での風力発電施設データの視覚化と共有 (p. 40)
• プロパティ値の更新を Amazon DynamoDB にパブリッシュする (p. 58)
AWS IoT SiteWise の詳細については、以下のトピックを参照してください。
• AWS IoT SiteWise へのデータの取り込み (p. 73)
• 産業用アセットのモデリング (p. 160)
• エッジデータ処理を有効にする。 (p. 150)
• AWS IoT SiteWise Monitor によるデータのモニタリング (p. 289)
• アセットプロパティ値と集計をクエリする (p. 317)
• その他の AWS のサービスの操作 (p. 323)

要件
AWS IoT SiteWise の使用を開始するには、AWS アカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合
は、「AWS アカウントのセットアップ (p. 10)」を参照してください。
AWS IoT SiteWise が使用できるリージョンを使用する。詳細については、「AWS IoT SiteWise エンドポ
イントとクォータ」を参照してください。AWS Management Console のリージョンセレクターを使用し
て、これらのリージョンのいずれかに切り替えられます。

AWS アカウントのセットアップ
以下がない場合は、以下のステップを実行して AWS アカウント を作成します。

AWS アカウント にサインアップするには
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。
にサインアップするとAWS アカウント、AWS アカウントルートユーザーが作成されます。root ユー
ザーにはすべてへのアクセス権がありますAWS のサービスおよびアカウント内のリソース。セキュリ
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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る、ルートユーザーのみ
を使用して実行してくださいルートユーザーアクセスが必要なタスク。
管理者ユーザーを作成するには、以下のいずれかのオプションを選択します。
管理者を
管理する
方法を 1
つ選択し
ます

To

IAM
Identity
Center 内

短期認証情報を使用して AWS IAM Identity Center
AWS にアクセスする。 (successor to AWS Single
Sign-On) ユーザーガイドの
これはセキュリティのベ 「開始方法」の手順に従いま
ストプラクティスと一致 す。
しています。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。

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」に
従って、プログラムによるアク
セスを設定します。

長期認証情報を使用して IAM ユーザーガイドの「最初
AWS にアクセスする。 の IAM 管理者のユーザーおよ
びグループの作成」の手順に
従います。

IAM ユーザーガイドの「IAM
ユーザーのアクセスキーの管
理」に従って、プログラムによ
るアクセスを設定します。

(推奨)

IAM 内
(非推奨)

By

以下の操作も可能

AWS IoT SiteWise デモの使用
簡単に探索できますAWS IoT SiteWiseの使用AWS IoT SiteWiseデモ。AWS IoT SiteWiseデモを次のよう
に提供しますAWS CloudFormationアセットモデル、アセット、および SiteWise ポータルを監視して、最
長で 1 週間、サンプルデータを生成します。

Important
このデモで作成および消費するリソースは有料です。
トピック
• AWS IoT SiteWise デモの作成 (p. 11)
• AWS IoT SiteWise デモの削除 (p. 13)

AWS IoT SiteWise デモの作成
を作成することができますAWS IoT SiteWiseのデモAWS IoT SiteWiseコンソール。

Note
デモでは Lambda 関数を作成します。 CloudWatch イベントルール、およびデモに必要な IAM
ロール AWS アカウントに、これらのリソースが表示される場合があります。デモを終了するま
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で、これらのリソースを維持することをお勧めします。リソースを削除すると、デモが正しく動
作しなくなる可能性があります。

AWS IoT SiteWise コンソールでデモを作成するには。
1.

に移動しますAWS IoT SiteWiseコンソールそして見つけてSiteWise デモページの右上隅にあります。

2.

(オプション) 下SiteWise デモ、変更するデモアセットを保管するまでの日数フィールドを使用して、
デモを削除する前に保持する日数を指定します。
(オプション) を作成するには SiteWise 監視ポータルサンプルデータを監視するには、以下の手順を実
行します。

3.

Note
の料金が発生します SiteWise このデモで作成および消費するリソースを監視します。詳細に
ついては、次を参照してください。SiteWise 監視()AWS IoT SiteWise料金。
a.
b.

選択してくださいSiteWise 監視。
選択してください許可。

c.

フェデレーティッド IAM ユーザーにポータルへのアクセス権を付与する既存の IAM ロールを選
択してください。

Important
IAM ロールには、次のアクセス許可も必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotsitewise:Describe*",
"iotsitewise:List*",
"iotsitewise:Get*",
"cloudformation:DescribeStacks",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"sso:DescribeRegisteredRegions",
"organizations:DescribeOrganization"
],
"Resource": "*"
}
]

の操の詳細については SiteWise 監視、見るとはAWS IoT SiteWise Monitor?()AWS IoT SiteWise
Monitorアプリケーションガイド。
4.

[Create demo (デモの作成) ] を選択します。
デモの作成には約 3 分かかります。デモの作成に失敗した場合は、アカウントに十分な権限がない可
能性があります。管理者権限を持つアカウントに切り替えるか、次の手順に従ってデモを削除し、も
う一度試してください。
a.

[デモの削除] を選択します。

b.

デモの削除には約 15 分かかります。
デモが削除されない場合は、AWS CloudFormationコンソール、名前の付いたスタックを選択し
てくださいIoTSiteWiseDemoAssets、そして選択してください削除右上隅で。
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c.
5.

デモの消去に再び失敗した場合は、AWS CloudFormation コンソールに表示される手順に従って
消去に失敗したリソースをスキップし、もう一度試してください。

デモが正常に作成されたら、[AWS IoT SiteWise console] (コンソール) でデモアセットとデータを調
べることができます。

AWS IoT SiteWise デモの削除
1 週間後に AWS IoT SiteWise デモ自体が削除されます。AWS CloudFormation コンソールからデモスタッ
クを作成した場合は、選択した日数が経過した後で削除されます。デモリソースの使用が完了したら、決
められた日数が経過する前にデモを削除することができます。デモの作成に失敗した場合も、デモを削除
することができます。デモを手動で削除するには、次の手順に従います。

AWS IoT SiteWise デモを削除するには
1.

AWS CloudFormation コンソールに移動します。

2.

[Stacks] (スタック) のリストから [IoTSiteWiseDemoAssets] を選択します。

3.

[Delete (削除)] を選択します。

4.

スタックを消去すると、デモ用に作成されたすべてのリソースが消去されます。
確認ダイアログで、[スタックの削除] を選択します。
スタックの消去には約 15 分かかります。デモの消去に失敗した場合は、右上隅の [Delete (消去)] を再
度選択します。デモの消去に再び失敗した場合は、AWS CloudFormation コンソールに表示される手
順に従って消去に失敗したリソースをスキップし、もう一度試してください。
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AWS IoT SiteWise のチュートリアル
次のチュートリアルを使用して、AWS IoT SiteWise を操作できます。
トピック
• AWS IoT SiteWise での OEE の計算 (p. 14)
• AWS IoT のモノからの AWS IoT SiteWise へのデータの取り込み (p. 16)
• AWS IoT SiteWise Monitor での風力発電施設データの視覚化と共有 (p. 40)
• プロパティ値の更新を Amazon DynamoDB にパブリッシュする (p. 58)

AWS IoT SiteWise での OEE の計算
このチュートリアルでは、製造工程の総合設備効率 (OEE) を計算する方法の例を示します。その結
果、実際の OEE の計算または式は、ここに示すものとは異なる場合があります。一般に、OEE は
Availability * Quality * Performance として定義されます。OEE の計算の詳細については、
「」を参照してください。全体的な設備効率オンウィキペディア。

前提条件
このチュートリアルを完了するには、次の 3 つのデータストリームを持つデバイスのデータ取り込みを設
定する必要があります。
• Equipment_State— アイドル、障害、計画された停止、通常の動作など、マシンの状態を表す数値
コード。
• Good_Count— 最後のデータポイント以降に成功した操作の数が各データポイントに含まれているデー
タストリーム。
• Bad_Count— 最後のデータポイント以降に失敗した操作の数が各データポイントに含まれているデー
タストリーム。
データ取り込みを設定するには、「AWS IoT SiteWise へのデータの取り込み (p. 73)」を参照してくだ
さい。使用可能な産業オペレーションがない場合は、AWS IoT SiteWise API を使用してサンプルデータを
生成およびアップロードするスクリプトを作成できます。

OEE の計算方法
このチュートリアルでは、Equipment_State、Good_Count、Bad_Count の 3 つのデータ入力スト
リームから OEE を計算するアセットモデルを作成します。この例では、砂糖、ポテトチップス、または
ペンキなどの包装に使用される汎用包装機器を考えてみます。左AWS IoT SiteWiseコンソールで、AWS
IoT SiteWise次の測定、変換、およびメトリクスを使用してアセットモデル。次に、包装機器を表すア
セットを作成し、AWS IoT SiteWise が OEE を計算する方法を確認できます。
包装機器からの生データストリームを表すために、次の測定 (p. 174)を定義します。

測定
• Equipment_State— 数値コードで包装機器の現在の状態を提供するデータストリーム (または測定)。
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• 1024— マシンはアイドル状態です。
• 1020— エラーや遅延などの障害。
• 1000— 計画された停止。
• 1111— 通常のオペレーション。
• Good_Count— 最後のデータポイント以降に成功した操作の数が各データポイントに含まれているデー
タストリーム。
• Bad_Count— 最後のデータポイント以降に失敗した操作の数が各データポイントに含まれているデー
タストリーム。
Equipment_State 測定値データストリームとそれに含まれるコードを使用して、以下の変換 (p. 175)
(または派生の測定値) を定義できます 変換にはone-to-one生の測定値との関係。

変換
• Idle = eq(Equipment_State, 1024)— マシンのアイドル状態を含む変換されたデータストリー
ム。
• Fault = eq(Equipment_State, 1020)— マシンの故障状態を含む変換されたデータストリーム。
• Stop = eq(Equipment_State, 1000)— マシンの計画された停止状態を含む変換されたデータスト
リーム。
• Running = eq(Equipment_State, 1111)— マシンの通常の動作状態を含む変換されたデータスト
リーム。
生の測定値と変換された測定値を使用して、指定した時間間隔でマシンデータを集計する次のメトリク
ス (p. 178)を定義します。このセクションでメトリクスを定義するときは、各メトリクスに同じ時間間隔
を選択します。

メトリクス
• Successes = sum(Good_Count)— 指定した時間間隔に正常に包装されたパッケージの数。
• Failures = sum(Bad_Count)— 指定した時間間隔に正常に包装されなかったパッケージの数。
• Idle_Time = statetime(Idle)— 指定した時間間隔あたりのマシンの合計アイドル時間 (秒単位)。
• Fault_Time = statetime(Fault)— 指定した時間間隔あたりのマシンの合計故障時間 (秒単位)。
• Stop_Time = statetime(Stop)— 指定した時間間隔あたりのマシンの計画された停止時間の合計
(秒単位)。
• Run_Time = statetime(Running)— 指定した時間間隔あたりのマシンの問題なく実行されている
合計時間 (秒単位)。
• Down_Time = Idle_Time + Fault_Time + Stop_Time— 指定された時間間隔でのマシンの合計
ダウンタイム (秒単位)。以外のマシン状態の合計として計算されます。Run_Time。
• Availability = Run_Time / (Run_Time + Down_Time)— 指定した時間間隔のマシンの稼働時
間またはマシンが動作できるようスケジュールされた時間の割合。
• Quality = Successes / (Successes + Failures)— 指定した時間間隔に正常に包装された
パッケージのマシンの割合。
• Performance = ((Successes + Failures) / Run_Time) / Ideal_Run_Rate— 指定された
時間間隔でのマシンのパフォーマンスを、プロセスの理想的な実行レート (秒単位) からのパーセンテー
ジで示します。
たとえば、Ideal_Run_Rate が 1 分あたり 60 個のパッケージ (1 秒あたり 1 個のパッケージ) である
とします。側Ideal_Run_Rateが 1 分単位または 1 時間単位の場合、適切な単位変換係数で割る必要
があります。Run_Timeは秒単位です。
• OEE = Availability * Quality * Performance— 指定した時間間隔における機械の全体的な設
備効率。この式は、OEE を 1 に対する分数として計算します。
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AWS IoT のモノからの AWS IoT SiteWise へのデー
タの取り込み
デバイスシャドウを使用して、AWS IoT のモノのフリートからデータを簡単に AWS IoT SiteWise に取り
込むことができます。デバイスシャドウは、AWS IoT デバイスの現在の状態情報を格納する JSON オブ
ジェクトです。詳細については、「」を参照してください。Device Shadow サービスのAWS IoTデベロッ
パーガイド。
このチュートリアルを完了すると、AWS IoT のモノに基づいて AWS IoT SiteWise にオペレーションを設
定できます。AWS IoT のモノを使用することで、オペレーションを AWS IoT の他の便利な機能と簡単に
統合することもできます。たとえば、次のタスクを実行するよう AWS IoT 機能を設定できます。
• データをストリーミングするための追加ルールを設定するAWS IoT Events,Amazon DynamoDB, その他
AWSのサービス。詳細については、「」を参照してください。ルールのAWS IoTデベロッパーガイド。
• AWS IoT フリートのインデックス作成サービスでデバイスデータのインデックス作成、検索、集計を行
います。詳細については、「」を参照してください。フリートインデックス作成サービスのAWS IoTデ
ベロッパーガイド。
• AWS IoT Device Defender を使用してデバイスを監査し、セキュリティで保護します。詳細について
は、AWS IoT Device Defender デベロッパーガイドのAWS IoT を参照してください。
このチュートリアルでは、AWS IoT のモノのデバイスシャドウから AWS IoT SiteWise のアセットにデー
タを取り込む方法について説明します。これを行うには、1 つ以上の AWS IoT のモノを作成し、各モノ
のデバイスシャドウを CPU およびメモリ使用率データで更新するスクリプトを実行します。このチュー
トリアルの CPU およびメモリ使用率データを使用して、現実的なセンサーデータを模倣します。次に、
モノのデバイスシャドウが更新されるたびにこのデータを AWS IoT SiteWise のアセットに送信する AWS
IoT SiteWise アクションを使用したルールを作成します。詳細については、「AWS IoT Core ルールを使
用によるデータの取り込み (p. 73)」を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 16)
• AWS IoT ポリシーの作成 (p. 17)
• AWS IoT のモノの作成および設定 (p. 18)
• デバイスのアセットモデルの作成 (p. 21)
• デバイスフリートのアセットモデルの作成 (p. 23)
• デバイスアセットの作成および設定 (p. 24)
• デバイスフリートアセットの作成および設定 (p. 25)
• でのルールの作成AWS IoTデータをデバイスアセットに送信するためのコア (p. 27)
• デバイスクライアントスクリプトの実行 (p. 31)
• チュートリアル後のリソースのクリーンアップ (p. 35)
• ルールのトラブルシューティング (p. 37)

前提条件
このチュートリアルを完了するには、以下が必要です。
• AWS アカウント。アカウントをお持ちでない場合は、「AWS アカウントのセットアップ (p. 10)」を参
照してください。
• AWS Management Console にアクセスするための、Windows、macOS、Linux、または Unix を実行し
ている開発用コンピュータ。詳細については、「AWS Management Console の開始方法」を参照してく
ださい。
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• 管理者権限を持つ IAM ユーザー。
• 開発用コンピュータにインストールされる、または AWS IoT のモノとして登録するデバイスにインス
トールされる Python 3。

AWS IoT ポリシーの作成
この手順では、このチュートリアルで使用するリソースに AWS IoT のモノがアクセスできるようにする
AWS IoT ポリシーを作成します。

AWS IoT ポリシーを作成するには
1.

AWS Management Consoleにサインインします。

2.

を確認します。AWSリージョン (p. 10)どこAWS IoT SiteWiseがサポートされています。必要に応じ
て、これらのサポートされているいずれかのリージョンに切り替えます。

3.

AWS IoT コンソールに移動します。[今すぐ始める] ボタンが表示された場合はそれをクリックしま
す。

4.

左のナビゲーションペインで、[安全性]、[ポリシー] の順に選択します。

5.

[ポリシーはまだ作成されていません] ダイアログボックスが表示された場合は、[ポリシーの作成] を
選択します。それ以外の場合は、[Create (作成)] を選択します。

6.

AWS IoT ポリシーの名前 (例: SiteWiseTutorialDevicePolicy) を入力します。

7.

[ステートメントを追加] で、[アドバンストモード] を選択し、次のポリシーを JSON 形式で入力
します。お客様のリージョンとアカウント ID で region と account-id を置き換えます (useast-1、123456789012 など)。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Connect",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:client/SiteWiseTutorialDevice*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Publish",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/update",
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/delete",
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/get"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Receive",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/update/accepted",
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/delete/accepted",
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/get/accepted",
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/update/rejected",
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/delete/rejected"
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]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/update/accepted",
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/delete/accepted",
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/get/accepted",
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/update/rejected",
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/delete/rejected"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow",
"iot:DeleteThingShadow"
],
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:thing/SiteWiseTutorialDevice*"
}
]
}

このポリシーにより、AWS IoT のモノが MQTT メッセージを通じてデバイスシャドウに
接続し、やり取りできるようになります。デバイスシャドウとやり取りするために、AWS
IoT のモノは $aws/things/thing-name/shadow/ で始まるトピックに関する MQTT
メッセージをパブリッシュおよび受信します。このポリシーは、モノのポリシー変数
${iot:Connection.Thing.ThingName} を使用します。この変数は、各トピックで接続された
モノの名前に置き換わります。iot:Connect ステートメントはモノが接続できるものを制限するた
め、モノのポリシー変数は、SiteWiseTutorialDevice で始まる名前のみに置き換えることができ
ます。
詳細については、「」を参照してください。モノのポリシー変数のAWS IoTデベロッパーガイド。

Note
このポリシーは、名前が SiteWiseTutorialDevice で始まるモノに適用されます。モノ
に別の名前を使用するには、それに応じてポリシーを更新する必要があります。
8.

[Create] (作成) を選択します。

AWS IoT のモノの作成および設定
この手順では、AWS IoT のモノを作成および設定します。開発用コンピュータを AWS IoT のモノとして
登録すれば、このチュートリアルを簡単に完了できます。このチュートリアルの概念を実際のアプリケー
ションに適用すると、作成および設定を行うことができます。AWS IoT実行できる任意のデバイス上の
ものAWS IoTSDK、を含むAWS IoT Greengrassと FreeRTOS. 詳細については、「」を参照してくださ
い。AWS IoTSDKのAWS IoTデベロッパーガイド。

AWS IoT のモノを作成および設定するには
1.

コマンドラインを開き、次のコマンドを実行して、このチュートリアル用のディレクトリを作成しま
す。
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mkdir iot-sitewise-rule-tutorial
cd iot-sitewise-rule-tutorial

2.

次のコマンドを実行して、モノの証明書用のディレクトリを作成します。
mkdir device1

追加のモノを作成する場合は、それに応じてディレクトリ名の番号を増やして、どの証明書がどのモ
ノに属しているかをわかるようにします。
3.

AWS IoT コンソールに移動します。

4.

左側のナビゲーションペインで、[管理]、[モノ] の順に選択します。

5.

[まだモノがありません] ダイアログボックスが表示された場合は、[モノの作成] を選択します。それ
以外の場合は、[Create] (作成) を選択します。

6.

[Creating AWS IoT things] (モノを作成する) ページで、[Create a single thing] (単一のモノを作成する)
を選択します。

7.

[Add your device to the device registry (デバイスレジストリへのデバイスの追加)] ページで、AWS IoT
のモノの名前 (例: SiteWiseTutorialDevice1) を入力し、[次へ] を選択します。追加のモノを作成
する場合は、それに応じてモノの名前の番号を増やします。

Important
モノの名前は、このチュートリアルで先ほど作成したポリシーで使用した名前と一致する必
要があります。一致しないと、デバイスが AWS IoT に接続できません。

8.

[モノに証明書を追加] ページで、[証明書の作成] を選択します。証明書により、AWS IoT がデバイス
を安全に識別できるようになります。
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9.

[ダウンロード] リンクを選択して、モノの証明書、パブリックキー、プライベートキーをダウン
ロードします。モノの証明書用に作成したディレクトリ (例: iot-sitewise-rule-tutorial/
device1) に 3 つのファイルをすべて保存します。

Important
モノの証明書とキーをダウンロードできるのは今回だけです。この証明書とキーは、デバイ
スが AWS IoT に正常に接続するために必要です。

10. ルート CA の [ダウンロード] リンクを選択して、ルート CA 証明書を選択してダウンロードするド
キュメントページを開きます。ルート CA 証明書を iot-sitewise-rule-tutorial に保存しま
す。Amazon Root CA 1 をダウンロードすることをお勧めします。
11. [Activate] を選択します。
12. [ポリシーのアタッチ] を選択します。
13. [Add a policy for your thing page (モノにポリシーを追加)] ページで、このチュートリアルの前半で作
成したポリシー (SiteWiseTutorialDevicePolicy) を選択し、[Register Thing (モノの登録)] を選
択します。
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14. これで、コンピュータに AWS IoT のモノを登録しました。これで、次のいずれかの手順を実行できま
す。
• 追加の AWS IoT のモノを作成せずに、次のセクションに進みます。このチュートリアルは、1 つの
モノだけで完了できます。
• 別のコンピュータまたはデバイスでこのセクションの手順を繰り返して、さらに多くの AWS IoT の
モノを作成します。このチュートリアルでは、複数のデバイスから一意の CPU およびメモリ使用
率データを取り込むことができるよう、このオプションに従うことをお勧めします。
• 同じデバイス (コンピュータ) でこのセクションの手順を繰り返して、さらに多くの AWS IoT のモ
ノを作成します。AWS IoT の各モノは、コンピュータから同様の CPU およびメモリ使用率データ
を受信するため、この方法を使用して、複数のデバイスから一意でないデータを取り込むことを検
証します。

デバイスのアセットモデルの作成
この手順では、AWS IoT SiteWise でアセットモデルを作成して、CPU およびメモリ使用率データをスト
リーミングするデバイスを表します。アセットモデルでは、同じ型の複数のアセットに一貫した情報が適
用されるため、デバイスのグループを表すアセット内のデータを処理できます。詳細については、「産業
用アセットのモデリング (p. 160)」を参照してください。

デバイスを表すアセットモデルを作成するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで [モデル] を選択します。

3.

[モデルの作成] を選択します。

4.

[アセットモデル情報] で、名前を入力します (例: SiteWise Tutorial Device Model)。

5.

[Measurement definitions (測定定義)] で、次の操作を実行します。
a.

[名前] に「CPU Usage」と入力します。

b.

[単位] に「%」と入力します。

c.

[データ型] は [Double (倍精度浮動小数点型)] のままにします。

測定プロパティは、デバイスの raw データストリームを表します。詳細については、「機器からの
データストリームの定義 (測定値) (p. 174)」を参照してください。
6.

2 つ目の測定プロパティを追加するには、[Add measurement (測定の追加)] を選択します。

7.

[Measurement definitions (測定定義)] の 2 行目で、次の操作を実行します。
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8.

a.

[名前] に「Memory Usage」と入力します。

b.

[単位] に「%」と入力します。

c.

[データ型] は [Double (倍精度浮動小数点型)] のままにします。

[Metric definitions (メトリクス定義)] で、次の操作を実行します。
a.

[名前] に「Average CPU Usage」と入力します。

b.

[計算式] に「avg(CPU Usage)」と入力します。表示されたら、自動入力リストから [CPU
Usage] を選択します。

c.

[Time interval (時間間隔)] に「5 minutes」と入力します。

メトリクスプロパティは、ある間隔ですべての入力データポイントを処理し、間隔ごとに 1 つのデー
タポイントを出力する集計計算を定義します。このメトリクスプロパティは、各デバイスの平均 CPU
使用率を 5 分ごとに計算します。詳細については、「プロパティおよびその他のアセットのデータ
(指標) の集計 (p. 178)」を参照してください。
9.

[メトリクスの追加] を選択して、2 つ目のメトリクスプロパティを追加します。

10. [Metric definitions (メトリクス定義)] の 2 行目で、次の操作を実行します。
a.

[名前] に「Average Memory Usage」と入力します。

b.

[計算式] に「avg(Memory Usage)」と入力します。表示されたら、自動入力リストから
[Memory Usage] を選択します。

c.

[Time interval (時間間隔)] に「5 minutes」と入力します。

このメトリクスプロパティは、各デバイスの平均メモリ使用率を 5 分ごとに計算します。

11. (オプション) デバイスごとの計算に関心のあるその他のメトリクスを追加します。興味深い関数に
は、min、max などがあります。詳細については、「数式の使用 (p. 184)」を参照してください。次
のセクションでは、デバイスのフリート全体のデータを使用してメトリクスを計算できる親アセット
を作成します。
12. [モデルの作成] を選択します。
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デバイスフリートのアセットモデルの作成
この手順では、AWS IoT SiteWise でアセットモデルを作成して、デバイスのフリートを表します。このア
セットモデルでは、階層を定義します。これにより、多くのデバイスアセットを 1 つのフリートアセット
に関連付けることができます。次に、関連付けられたすべてのデバイスアセットからデータを集計するメ
トリクスをフリートアセットモデルで定義し、フリート全体に関する洞察を得ます。

デバイスフリートを表すアセットモデルを作成するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで [モデル] を選択します。

3.

[モデルの作成] を選択します。

4.

[アセットモデル情報] で、名前を入力します (例: SiteWise Tutorial Device Fleet Model)。

5.

[Hierarchy definitions (階層定義)] で、次の操作を実行します。
a.

[Add hierarchy (階層の追加)] を選択します。

b.

[Hierarchy name (階層名)] に「Device」と入力します。

c.

[Hierarchy model (階層モデル)] で、デバイスアセットモデル (SiteWise Tutorial Device
Model) を選択します。

階層は、親 (フリート) アセットモデルと子 (デバイス) アセットモデルの間の関係を定義します。親ア
セットは、子アセットのプロパティデータにアクセスできます。後でアセットを作成する場合は、親
アセットモデルの階層定義に従って、子アセットを親アセットに関連付ける必要があります。詳細に
ついては、「アセットモデル間の関係 (階層) を定義する。 (p. 219)」を参照してください。
6.

[Metric definitions (メトリクス定義)] で、次の操作を実行します。
a.

[名前] に「Average CPU Usage」と入力します。

b.

[計算式] に「avg(Device | Average CPU Usage)」と入力します。自動入力リストが表示さ
れたら、[Device] を選択して階層を選択し、[Average CPU Usage] を選択して前に作成したデバ
イスアセットからメトリクスを選択します。

c.

[Time interval (時間間隔)] に「5 minutes」と入力します。

このメトリクスプロパティは、Device 階層を通じてフリートアセットに関連付けられているすべて
のデバイスアセットの平均 CPU 使用率を計算します。
7.

[メトリクスの追加] を選択して、2 つ目のメトリクスプロパティを追加します。

8.

[Metric definitions (メトリクス定義)] の 2 行目で、次の操作を実行します。
a.

[名前] に「Average Memory Usage」と入力します。

b.

[計算式] に「avg(Device | Average Memory Usage)」と入力します。自動入力リストが表
示されたら、[Device] を選択して階層を選択し、[Average Memory Usage] を選択して前に作成し
たデバイスアセットからメトリクスを選択します。

c.

[Time interval (時間間隔)] に「5 minutes」と入力します。

このメトリクスプロパティは、Device 階層を通じてフリートアセットに関連付けられているすべて
のデバイスアセットの平均メモリ使用率を計算します。
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9.

(オプション) デバイスのフリート全体の計算に関心のあるその他のメトリクスを追加します。

10. [モデルの作成] を選択します。

デバイスアセットの作成および設定
この手順では、デバイスアセットモデルからデバイスアセットを作成します。次に、測定プロパティごと
にプロパティエイリアスを定義します。プロパティエイリアスは、アセットプロパティを一意に識別する
文字列です。アセット ID やプロパティ ID ではなく、後でこれらのエイリアスを使用して、データをアッ
プロードするプロパティを識別できます。詳細については、「アセットプロパティへの産業データスト
リームのマッピング (p. 224)」を参照してください。

デバイスアセットを作成し、プロパティエイリアスを定義するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで [Assets (アセット)] を選択します。

3.

[Create asset (アセットの作成)] を選択します。

4.

[アセットモデル] で、デバイスアセットモデル (SiteWise Tutorial Device Model) を選択しま
す。

5.

[名前] に「SiteWise Tutorial Device 1」と入力します。

6.

[Create asset (アセットの作成)] を選択します。

7.

新しいデバイスアセットの場合は、 [編集] を選択します。
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8.

CPU Usage で、プロパティエイリアスとして /tutorial/device/SiteWiseTutorialDevice1/
cpu と入力します。プロパティエイリアスに AWS IoT のモノの名前を含めると、1 つの AWS IoT
ルールを使用してすべてのデバイスからデータを取り込むことができます。

9.

Memory Usage で、プロパティエイリアスとして /tutorial/device/
SiteWiseTutorialDevice1/memory と入力します。

10. [Save asset (アセットの保存)] を選択します。
11. 複数の AWS IoT のモノを作成した場合は、デバイスごとに手順 3～10 を繰り返し、それに応
じてアセット名およびプロパティエイリアスの番号を増やします。たとえば、2 つ目のデバイ
スアセットの名前は SiteWise Tutorial Device 2 となり、そのプロパティエイリアス
は /tutorial/device/SiteWiseTutorialDevice2/cpu および /tutorial/device/
SiteWiseTutorialDevice2/memory となります。

デバイスフリートアセットの作成および設定
この手順では、デバイスフリートアセットモデルからデバイスフリートアセットを作成します。次に、デ
バイスアセットをフリートアセットに関連付けて、フリートアセットのメトリクスプロパティで多くのデ
バイスからデータを集約できるようにします。

デバイスフリートアセットを作成してデバイスアセットを関連付けるには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで [Assets (アセット)] を選択します。

3.

[Create asset (アセットの作成)] を選択します。

4.

[アセットモデル] で、デバイスフリートのアセットモデル (SiteWise Tutorial Device Fleet
Model) を選択します。

5.

[名前] に「SiteWise Tutorial Device Fleet 1」と入力します。

6.

[Create asset (アセットの作成)] を選択します。
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7.

新しいデバイスフリートアセットの場合は、 [編集] を選択します。

8.

[Assets associated to this asset (この資産に関連付けられているアセット] で、[Add associated asset
(関連付けられたアセットの追加)] を選択します。

9.

[Hierarchy (階層)] で、[Device] を選択します。この階層は、デバイスとフリートアセットの間の階層
関係を識別します。この階層は、このチュートリアルで前にデバイスフリートアセットモデルで定義
しました。

10. [アセット] で、デバイスアセット (SiteWise Tutorial Device 1) を選択します。

11. 前に複数のデバイスアセットを作成した場合は、作成したデバイスアセットごとに手順 8～10 を繰り
返します。
12. [Save asset (アセットの保存)] を選択します。
これで、デバイスアセットが階層として編成されているのがわかります。
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でのルールの作成AWS IoTデータをデバイスアセット
に送信するためのコア
この手順では、デバイスシャドウ通知メッセージを解析してデータを AWS IoT SiteWise のデバイスア
セットに送信するルールを AWS IoT Core に作成します。デバイスのシャドウが更新されるたびに、AWS
IoT は MQTT メッセージを送信します。MQTT メッセージに基づいてデバイスのシャドウが変更されたと
きにアクションを実行するルールを作成できます。この場合、更新メッセージを処理してプロパティ値を
抽出し、AWS IoT SiteWise のデバイスアセットに送信します。

AWS IoT SiteWise アクションを使用してルールを作成するには
1.

AWS IoT コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで [Act (アクト)] を選択し、[ルール] を選択します。

3.

[ルールはまだ作成されていません] ダイアログボックスが表示された場合は、[ルールの作成] を選択
します。それ以外の場合は、[Create (作成)] を選択します。

4.

ルールの名前と説明を入力します。

5.

次のルールクエリステートメントを入力します。
SELECT
*
FROM
'$aws/things/+/shadow/update/accepted'
WHERE
startsWith(topic(3), "SiteWiseTutorialDevice")
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このルールクエリステートメントは、デバイスシャドウサービスがシャドウの更新を $aws/
things/thingName/shadow/update/accepted にパブリッシュするため、機能します。デバイ
スシャドウの詳細については、「」を参照してください。Device Shadow サービスのAWS IoTデベ
ロッパーガイド。
WHERE 句では、このルールクエリステートメントは topic(3) 関数を使用して、トピックの 3 番
目のセグメントからモノの名前を取得します。次に、このステートメントは、名前がチュートリア
ルのデバイス名と一致しないデバイスを除外します。の詳細AWS IoTSQL、「」を参照してくださ
い。AWS IoTSQL リファレンスのAWS IoTデベロッパーガイド。
6.

[1 つ以上のアクションを設定する] で、[アクションの追加] を選択します。

7.

リポジトリの []アクションを選択[] ページで、のアセットプロパティにメッセージデータを送信しま
す。AWS IoT SiteWise作成するにはAWS IoT SiteWiseルールアクション。

8.

ページの下部にある [アクションの設定] を選択します。

9.

[アクションの設定] ページで、次の手順を実行して AWS IoT SiteWise ルールアクションを設定しま
す。
a.

[By property alias (プロパティエイリアスによる)] を選択します。
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b.

[Property alias (プロパティエイリアス)] に「/tutorial/device/${topic(3)}/cpu」と入力
します。
${...} 構文は置換テンプレートです。AWS IoT は中括弧内の内容を評価します。この置換テン
プレートは、トピックからモノの名前を取得し、モノごとに固有のエイリアスを作成します。詳
細については、「」を参照してください。置換テンプレートのAWS IoTデベロッパーガイド。

Note
置換テンプレート内の式は SELECT ステートメントとは別に評価されるため、AS 句を
使用して作成されたエイリアスは置換テンプレートを使用して参照することはできませ
ん。サポートされている関数と演算子に加えて、元のペイロードに存在する情報のみを
参照できます。
c.

[Entry ID (エントリ ID)] に「${concat(topic(3), "-cpu-",
floor(state.reported.timestamp))}」と入力します。
エントリ ID は、各値エントリの試行を一意に識別します。エントリがエラーを返す場合は、エ
ラーの出力でエントリ ID を検索して、問題をトラブルシューティングすることができます。
このエントリ ID の置換テンプレートは、モノの名前とデバイスの報告されたタイムスタンプ
を組み合わせたものです。たとえば、結果のエントリ ID は SiteWiseTutorialDevice1cpu-1579808494 のようになります。
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d.

[Time in seconds (時間 (秒))] に「${floor(state.reported.timestamp)}」と入力します。
この置換テンプレートは、デバイスの報告されたタイムスタンプから秒単位で時間を計算しま
す。このチュートリアルでは、デバイスは Unix エポック時間でタイムスタンプ (秒) を浮動小数
点数として報告します。

e.

[Offset in nanos (オフセット (ナノ秒))] に「${floor((state.reported.timestamp % 1) *
1E9)}と入力します。
この置換テンプレートは、デバイスの報告されたタイムスタンプの小数部分を変換して、秒単位
の時間からのナノ秒オフセットを計算します。

Note
AWS IoT SiteWise では、データに Unix エポック時間の現在のタイムスタンプが必要で
す。デバイスが正確に時刻を報告しない場合、現在の時刻はAWS IoTを使用したルール
エンジンtimestamp()。この関数は、時刻をミリ秒単位で報告するため、ルールアクショ
ンの時間パラメータを次の値に更新する必要があります。
• [Time in seconds (時間 (秒))] に「${floor(timestamp() / 1E3)}」と入力しま
す。
• [Offset in nanos (オフセット (ナノ秒))] に「${(timestamp() % 1E3) * 1E6}と入
力します。
f.

[値] に「${state.reported.cpu}」と入力します。置換テンプレートでは、. 演算子を使用し
て JSON 構造内から値を取得します。

g.

[データ型] で、[Double (倍精度浮動小数点型)] を選択します。
このデータ型は、アセットモデルで定義したアセットプロパティのデータ型と一致する必要があ
ります。

h.

[エントリの追加] を選択して、メモリ使用率プロパティに新しいエントリを追加し、そのプロパ
ティに対して次の手順を再度実行します。
i.

[Property alias (プロパティエイリアス)] に「/tutorial/device/${topic(3)}/
memory」と入力します。

ii.

[Entry ID (エントリ ID)] に「${concat(topic(3), "-memory-",
floor(state.reported.timestamp))}」と入力します。

iii.

[Time in seconds (時間 (秒))] に「${floor(state.reported.timestamp)}」と入力しま
す。

iv.

[Offset in nanos (オフセット (ナノ秒))] に「${floor((state.reported.timestamp %
1) * 1E9)}と入力します。

v.

[値] に「${state.reported.memory}」と入力します。

vi.

[データ型] で、[Double (倍精度浮動小数点型)] を選択します。

i.

[Root asset name (ルートアセット名)] で、[選択] を選択してリストを展開し、デバイスフリート
アセット (SiteWise Tutorial Device Fleet 1) を選択します。

j.

[]ロールで、[ロールの作成]をクリックして、このルールアクションの IAM ロールを作成します。
このロールにより、AWS IoT はデバイスフリートアセットとそのアセット階層のプロパティに
データをプッシュできます。

k.

ロール名を入力し、[ロールの作成] を選択します。
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l.

[Add action] を選択します。

10. (オプション) ルールのトラブルシューティングに使用できるエラーアクションを設定します。詳細に
ついては、「ルールのトラブルシューティング (p. 37)」を参照してください。
11. ページの下部にある [ルールの作成] を選択して、ルールの作成を終了します。

デバイスクライアントスクリプトの実行
実際のデバイスを使用してデータを報告していないため、AWS IoT のモノのデバイスシャドウを CPU お
よびメモリ使用率で更新し、実際のセンサーデータを模倣します。スクリプトを実行するには、まず必要
な Python パッケージをインストールする必要があります。この手順では、必要な Python パッケージをイ
ンストールしてから、デバイスクライアントスクリプトを実行します。

デバイスクライアントスクリプトを設定および実行するには
1.

AWS IoT コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインの下部にある [設定] を選択します。

3.

デバイスクライアントスクリプトで使用するためにカスタムエンドポイントを保存します。このエン
ドポイントを使用して、モノのシャドウとやり取りします。このエンドポイントは、現在のリージョ
ンのアカウントに固有です。
カスタムエンドポイントは、次の例のようになります。
identifier.iot.region.amazonaws.com

4.

コマンドラインを開き、次のコマンドを実行して、先ほど作成したチュートリアル用のディレクトリ
に移動します。
cd iot-sitewise-rule-tutorial

5.

以下のコマンドを実行して、AWS IoT Device SDK for Python をインストールします。
pip3 install AWSIoTPythonSDK

詳細については、「」を参照してください。AWS IoT Device SDK for PythonのAWS IoTデベロッパー
ガイド
6.

次のコマンドを実行して、psutil をインストールします。psutil は、クロスプラットフォームプロセス
およびシステムユーティリティライブラリです。
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pip3 install psutil

詳細については、「」を参照してください。psutilのPython パッケージインデックス。
7.

iot-sitewise-rule-tutorial ディレクトリ thing_performance.py にというファイルを作成
し、次の Python コードをファイルにコピーします。
from AWSIoTPythonSDK.MQTTLib import AWSIoTMQTTShadowClient
import
import
import
import
import

json
psutil
argparse
logging
time

# Configures the argument parser for this program.
def configureParser():
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("-e", "--endpoint", action="store", required=True, dest="host",
help="Your AWS IoT custom endpoint")
parser.add_argument("-r", "--rootCA", action="store", required=True,
dest="rootCAPath", help="Root CA file path")
parser.add_argument("-c", "--cert", action="store", required=True,
dest="certificatePath",
help="Certificate file path")
parser.add_argument("-k", "--key", action="store", required=True,
dest="privateKeyPath",
help="Private key file path")
parser.add_argument("-p", "--port", action="store", dest="port", type=int,
default=8883,
help="Port number override")
parser.add_argument("-n", "--thingName", action="store", required=True,
dest="thingName",
help="Targeted thing name")
parser.add_argument("-d", "--requestDelay", action="store", dest="requestDelay",
type=float, default=1,
help="Time between requests (in seconds)")
parser.add_argument("-v", "--enableLogging", action="store_true",
dest="enableLogging",
help="Enable logging for the AWS IoT Device SDK for Python")
return parser
# An MQTT shadow client that uploads device performance data to AWS IoT at a regular
interval.
class PerformanceShadowClient:
def __init__(self, thingName, host, port, rootCAPath, privateKeyPath,
certificatePath, requestDelay):
self.thingName = thingName
self.host = host
self.port = port
self.rootCAPath = rootCAPath
self.privateKeyPath = privateKeyPath
self.certificatePath = certificatePath
self.requestDelay = requestDelay
# Updates this thing's shadow with system performance data at a regular interval.
def run(self):
print("Connecting MQTT client for {}...".format(self.thingName))
mqttClient = self.configureMQTTClient()
mqttClient.connect()
print("MQTT client for {} connected".format(self.thingName))

32

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
デバイスクライアントスクリプトの実行

True)

deviceShadowHandler = mqttClient.createShadowHandlerWithName(self.thingName,

print("Running performance shadow client for {}...\n".format(self.thingName))
while True:
performance = self.readPerformance()
print("[{}]".format(self.thingName))
print("CPU:\t{}%".format(performance["cpu"]))
print("Memory:\t{}%\n".format(performance["memory"]))
payload = { "state": { "reported": performance } }
deviceShadowHandler.shadowUpdate(json.dumps(payload),
self.shadowUpdateCallback, 5)
time.sleep(args.requestDelay)
# Configures the MQTT shadow client for this thing.
def configureMQTTClient(self):
mqttClient = AWSIoTMQTTShadowClient(self.thingName)
mqttClient.configureEndpoint(self.host, self.port)
mqttClient.configureCredentials(self.rootCAPath, self.privateKeyPath,
self.certificatePath)
mqttClient.configureAutoReconnectBackoffTime(1, 32, 20)
mqttClient.configureConnectDisconnectTimeout(10)
mqttClient.configureMQTTOperationTimeout(5)
return mqttClient
# Returns the local device's CPU usage, memory usage, and timestamp.
def readPerformance(self):
cpu = psutil.cpu_percent()
memory = psutil.virtual_memory().percent
timestamp = time.time()
return { "cpu": cpu, "memory": memory, "timestamp": timestamp }
# Prints the result of a shadow update call.
def shadowUpdateCallback(self, payload, responseStatus, token):
print("[{}]".format(self.thingName))
print("Update request {} {}\n".format(token, responseStatus))
# Configures debug logging for the AWS IoT Device SDK for Python.
def configureLogging():
logger = logging.getLogger("AWSIoTPythonSDK.core")
logger.setLevel(logging.DEBUG)
streamHandler = logging.StreamHandler()
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s %(message)s')
streamHandler.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(streamHandler)
# Runs the performance shadow client with user arguments.
if __name__ == "__main__":
parser = configureParser()
args = parser.parse_args()
if (args.enableLogging):
configureLogging()
thingClient = PerformanceShadowClient(args.thingName, args.host, args.port,
args.rootCAPath, args.privateKeyPath,
args.certificatePath, args.requestDelay)
thingClient.run()

8.

以下のパラメータを使用して、コマンドラインから thing_performance.py を実行します。
• -n,--thingName— モノの名前 (など)SiteWiseTutorialDevice1。
• -e,--endpoint— カスタムAWS IoTこの手順で前に保存したエンドポイント。
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• -r,--rootCA— あなたのへのパスAWS IoTルート CA 証明書。
• -c,--cert— あなたのへのパスAWS IoTモノの証明書。
• -k,--key— あなたのへのパスAWS IoTモノの証明書のプライベートキー。
• -d,--requestDelay— (オプション) 各デバイスシャドウ更新間の待機時間 (秒)。デフォルトは 1
秒です。
• -v,--enableLogging— (オプション) このパラメータが存在する場合、スクリプトによってから
のデバッグメッセージが出力されます。AWS IoT Device SDK for Python。
コマンドは、次の例のようになります。
python3 thing_performance.py \
--thingName SiteWiseTutorialDevice1 \
--endpoint identifier.iot.region.amazonaws.com \
--rootCA AmazonRootCA1.pem \
--cert device1/thing-id-certificate.pem.crt \
--key device1/thing-id-private.pem.key

追加の AWS IoT のモノにスクリプトを実行する場合は、それに応じてモノの名前と証明書ディレクト
リを更新します。
9.

デバイスでプログラムを開いたり閉じたりして、CPU およびメモリ使用率がどのように変化するかを
確認します。スクリプトにより、各 CPU およびメモリ使用率の読み取りが出力されます。スクリプ
トがデータをデバイスシャドウサービスに正常にアップロードする場合、スクリプトの出力は次の例
のようになります。
[SiteWiseTutorialDevice1]
CPU:
24.6%
Memory: 85.2%
[SiteWiseTutorialDevice1]
Update request e6686e44-fca0-44db-aa48-3ca81726f3e3 accepted

10. スクリプトがデバイスシャドウを更新していることを確認するには、次の手順を実行します。
a.

AWS IoT コンソールに移動します。

b.

左側のナビゲーションペインで、[管理]、[モノ] の順に選択します。

c.

モノ (SiteWiseTutorialDevice 1) を選択します。

d.

モノのページの左側のナビゲーションペインで、[シャドウ] を選択します。

e.

[Shadow state (シャドウステータス)] が次の例のようになっていることを確認します。
{

}

f.

"reported": {
"cpu": 24.6,
"memory": 85.2,
"timestamp": 1579567542.2835066
}

モノのシャドウステータスが空であるか、前の例のようになっていない場合は、スクリプトが実
行され、AWS IoT に正常に接続されていることを確認します。AWS IoT への接続時にスクリプト
がタイムアウトし続ける場合は、このチュートリアルに従ってモノのポリシー (p. 17)が設定さ
れていることを確認します。

11. ルールアクションが AWS IoT SiteWise にデータを送信していることを確認するには、次の手順を実
行します。
a.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。
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b.

左側のナビゲーションペインで [Assets (アセット)] を選択します。

c.

デバイスフリートアセット (SiteWise Tutorial Device Fleet 1) の横にある矢印を選択してそのア
セット階層を展開し、デバイスアセット (SiteWise Tutorial Device 1) を選択します。

d.

[測定] を選択します。

e.

[Latest value (最新値)] セルに、CPU Usage および Memory Usage プロパティの値があることを
確認します。

f.

CPU Usage プロパティと Memory Usage プロパティ に最新の値がない場合は、ページを更新し
ます。数分経過しても値が表示されない場合は、「ルールのトラブルシューティング (p. 37)」
を参照してください。

12. これで、このチュートリアルは終了です。データのライブ可視化を調べる場合は、AWS IoT SiteWise
Monitor でポータルを設定できます。詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor によるデータ
のモニタリング (p. 289)」を参照してください。それ以外の場合は、コマンドプロンプトで Ctrl+C
キーを押して、デバイスクライアントスクリプトを停止できます。Python プログラムが、料金がかか
る量のメッセージを送信することはほとんどありませんが、終了したらプログラムを停止することを
お勧めします。

チュートリアル後のリソースのクリーンアップ
チュートリアルを完了したら、追加料金が発生しないようにリソースをクリーンアップします。

AWS IoT SiteWise で階層アセットを削除するには
1.

に移動します。AWS IoT SiteWiseコンソール

2.

左側のナビゲーションペインで [Assets (アセット)] を選択します。

3.

AWS IoT SiteWise でアセットを削除する場合は、まずアセットの関連付けを解除する必要がありま
す。
デバイスフリートアセットからデバイスアセットの関連付けを解除するには、次の手順を実行しま
す。
a.

デバイスフリートアセット (SiteWise Tutorial Device Fleet 1) を選択します。

b.

[Edit] を選択します。

c.

[Assets associated to this asset (このアセットに関連付けられているアセット)] で、このデバイス
フリートアセットに関連付けられている各デバイスアセットに対して [関連付け解除] を選択しま
す。

d.

[Save asset (アセットの保存)] を選択します。
これで、デバイスアセットが階層として編成されなくなったことがわかります。

4.

デバイスアセット (SiteWise Tutorial Device 1) を選択します。
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5.

[Delete] (削除) を選択します。

6.

確認フィールドに「Delete」と入力し、[削除] を選択します。

アセットを削除すると、AWS IoT SiteWise はそのアセットのプロパティからすべてのデータを破棄し
ます。
7.

デバイスアセットとデバイスフリートアセット (SiteWise Tutorial Device Fleet 1) ごとに、ステップ 4
～6 を繰り返します。

AWS IoT SiteWise で階層アセットモデルを削除するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

デバイスおよびデバイスフリートアセットを削除していない場合は、削除します。詳細について
は、前述の手順 (p. 35)を参照してください。モデルから作成されたアセットがある場合は、そのモ
デルを削除できません。

3.

左側のナビゲーションペインで [モデル] を選択します。

4.

デバイスフリートアセット (SiteWise Tutorial Device Fleet Model 1) を選択します。
階層アセットモデルを削除する場合は、最初に親アセットモデルを削除する必要があります。

5.

[Delete] (削除) を選択します。

6.

確認フィールドに「Delete」と入力し、[削除] を選択します。

7.

デバイスのアセットモデル (SiteWise Tutorial Device Model) について、ステップ 4～6 を繰り返しま
す。

AWS IoT Core でルールを無効化または削除するには
1.

AWS IoT コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで [Act (アクト)] を選択し、[ルール] を選択します。

3.

ルールのメニューを選択し、[無効化] または [削除] を選択します。
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ルールのトラブルシューティング
CPU およびメモリ使用率データが想定通りに AWS IoT SiteWise で表示されない場合は、ここに記載され
ている手順に従って、ルールをトラブルシューティングします。この手順では、MQTT テストクライアン
トでエラーメッセージを表示するために、エラーアクションとして再パブリッシュルールアクションを設
定します。また、にロギングを設定することもできます。CloudWatchトラブルシューティングするログ。
詳細については、「AWS IoT SiteWise ルールアクションのトラブルシューティング (p. 419)」を参照し
てください。

再パブリッシュエラーアクションをルールに追加するには
1.

AWS IoT コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで [Act (アクト)] を選択し、[ルール] を選択します。

3.

先ほど作成したルールを選択します。
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4.

[エラーアクション] で、[アクションの追加] を選択します。

5.

選択にメッセージを再パブリッシュするAWS IoTトピック。

6.

ページの下部にある [アクションの設定] を選択します。

7.

[トピック] に sitewise/rule/tutorial/error と入力すると、AWS IoT Core がこのトピックに
エラーメッセージを再パブリッシュします。
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8.

[選択] を選択して、エラーアクションを実行する AWS IoT Core アクセス許可を付与します。

9.

選択Select前に作成したロールの横にある (例:SiteWiseTutorialDeviceRuleRole).

10. [ロールの更新] を選択して、追加のアクセス許可をロールに追加します。

11. [Add action] を選択します。
12. コンソールの左上にある戻る矢印を選択して、AWS IoT コンソールのホームに戻ります。
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再パブリッシュエラーアクションを設定したら、AWS IoT Core の MQTT テストクライアントでエラー
メッセージを見ることができます。
次の手順では、MQTT テストクライアントでエラートピックにサブスクライブします。

エラーアクショントピックをサブスクライブするには
1.

AWS IoT コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションページで、[テスト] を選択して MQTT テストクライアントを開きます。

3.

[トピックのサブスクリプション] フィールドで、sitewise/rule/tutorial/error と入力し、[ト
ピックへのサブスクリプション] を選びます。

4.

エラーメッセージが表示された場合は、エラーメッセージで failures 配列を表示して問題を診断し
ます。考えられる問題とその解決方法の詳細については、「AWS IoT SiteWise ルールアクションのト
ラブルシューティング (p. 419)」を参照してください。
エラーが表示されない場合は、ルールが有効になっていて、再パブリッシュエラーアクションで設定
したトピックと同じトピックにサブスクライブしていることを確認します。それでもエラーが表示さ
れない場合は、デバイススクリプトが実行され、デバイスのシャドウが正常に更新されていることを
確認します。

Note
また、デバイスのシャドウ更新トピックをサブスクライブして、AWS IoT SiteWise アクショ
ンが解析するペイロードを表示することもできます。これを行うには、次のトピックをサブ
スクライブしてください。
$aws/things/+/shadow/update/accepted

AWS IoT SiteWise Monitor での風力発電施設データ
の視覚化と共有
管理対象のウェブアプリケーションを通じて、産業データを視覚化して共有するように AWS IoT SiteWise
Monitor を設定できます。各ウェブアプリケーションは、ポータルと呼ばれます。各ポータルにはプロ
ジェクトが含まれており、各プロジェクトで使用できるデータを選択できます。
その後、各ポータルにアクセスできる会社内のユーザーを指定できます。ユーザーは AWS IAM Identity
Center (successor to AWS Single Sign-On) アカウントを使用してポータルにサインインするので、既存の
ID ストアまたは AWS が管理する ID ストアを使用できます。
ユーザーおよび十分なアクセス許可を持つユーザーは、各プロジェクトでダッシュボードを作成し、産業
データを有意義な方法で視覚化することができます。その後、ユーザーはこれらのダッシュボードを表示
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して、データに関するインサイトをすばやく取得し、オペレーションを監視できます。各プロジェクトに
対する管理権限または読み取り専用のアクセス許可は、社内の各ユーザーに対して設定できます。詳細に
ついては、「AWS IoT SiteWise Monitor によるデータのモニタリング (p. 289)」を参照してください。
このチュートリアルでは、風力発電施設のサンプルデータセットを提供する AWS IoT SiteWise デモを基
に構築します。でポータルを設定します。 SiteWise 風力発電施設のデータを視覚化します。また、ユー
ザーを追加作成し、プロジェクトやダッシュボードの所有権や閲覧権を与えることもできます。

Note
使用するバージョン SiteWise Monitor。、ポータルにサインインしたユーザーごと (月ごと) 課金
されます。このチュートリアルでは、3 人のユーザーを作成しますが、サインインする必要があ
るのは 1 人のユーザーだけです。このチュートリアルを完了すると、1 人のユーザーに対して料
金が発生します。詳細については、「AWS IoT SiteWise の料金」を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 41)
• でのポータルの作成 SiteWise 監視 (p. 41)
• ポータルへのサインイン (p. 44)
• 風力発電施設プロジェクトを作成する (p. 46)
• 風力発電施設データを視覚化するダッシュボードの作成 (p. 49)
• ポータルを探索する (p. 55)
• チュートリアル後のリソースのクリーンアップ (p. 56)

前提条件
このチュートリアルを完了するには、以下が必要です。
• AWS アカウント。アカウントをお持ちでない場合は、「AWS アカウントのセットアップ (p. 10)」を参
照してください。
• AWS Management Console にアクセスするための、Windows、macOS、Linux、または Unix を実行し
ている開発用コンピュータ。詳細については、「AWS Management Console の開始方法」を参照してく
ださい。
• 管理者権限を持つ IAM ユーザー。
• 稼働している AWS IoT SiteWise 風力発電施設のデモ。デモをセットアップすると、AWS IoT SiteWise
でモデルとアセットを定義し、風力発電施設を表すためにデータをストリームします。詳細について
は、「AWS IoT SiteWise デモの使用 (p. 11)」を参照してください。
• アカウントで IAM Identity Center を有効にした場合、AWS Organizations管理アカウント。詳しく
は、[AWS Organizationsterminology and concepts] (用語と概念) をご覧ください。IAM Identity Center
を有効にしていない場合は、このチュートリアルで有効にして、自分のアカウントを管理アカウントと
して設定します。
にサインインできない場合AWS Organizations管理アカウントでは、組織内に IAM Identity Center ユー
ザーがいれば、チュートリアルを部分的に完了することができます。この場合、ポータルとダッシュ
ボードは作成できますが、プロジェクトに割り当てる IAM Identity Center のユーザーを新規に作成する
ことはできません。

でのポータルの作成 SiteWise 監視
この手順では、でポータルを作成します。 SiteWise のモニタリング。各ポータルは、ユーザーと他のユー
ザーがを使用してサインインできる管理対象のウェブアプリケーションです。AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On)口座。IAM Identity Center では、会社の既存の ID ストアを使用する
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か、によって管理される ID ストアを作成できます。AWS。会社の従業員は、個別の AWS アカウントを
作成せずにサインインできます。

ポータルを作成するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールにサインインします。

2.

AWS IoT SiteWise がサポートされている[AWS Regions] (p. 10) (リージョン) を見直し、必要に応じ
てリージョンを変更する。AWS IoT SiteWise デモは同じリージョンで実行する必要があります。

3.

左のナビゲーションペインで、[ポータル] を選択します。

4.

[Create portal (ポータルの作成) ] を選択します。

5.

IAM アイデンティティセンターをすでにを有効にしている場合は、ステップ 6 へ進みます。それ以外
の場合は、以下のステップを完了して、IAM Identity Center を有効にします。
a.

リポジトリの []の有効化AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(SSO)ペー
ジで、Eメールアドレス,名, および姓を使用して、自分宛てに IAM Identity Center ユーザーを作成
します。新しい IAM Identity Center ユーザーのパスワードを設定するための E メールを受信でき
るように、アクセスできる E メールアドレスを使用します。
ポータルでは、ポータル管理者がプロジェクトを作成し、ユーザーをプロジェクトに割り当てま
す。後でさらにユーザーを作成できます。

b.
6.

7.

[Create user] (ユーザーの作成) を選択します。

[Portal configuration (ポータルの設定) ] ページで、次のステップを実行します。
a.

WindFarmPortal などのポータルの名前を入力します。

b.

(オプション) ポータルの説明を入力します。複数のポータルがある場合は、わかりやすい説明を
使用すると、各ポータルに含まれる内容を追跡できます。

c.

(オプション) ポータルに表示するイメージをアップロードします。

d.

ポータルに問題があり、会社の AWS 管理者が解決するためにサポートが必要な場合にポータル
ユーザーが連絡できる E メールアドレスを入力します。

e.

[Create portal (ポータルの作成) ] を選択します。

リポジトリの []管理者の招待ページでは、IAM Identity Center ユーザーを管理者としてポータルに割
り当てることができます。ポータル管理者は、ポータル内のアクセス許可とプロジェクトを管理しま
す。このページで、次のことを行ってください。
a.

ポータル管理者となるユーザーを選択します。このチュートリアルの前半で IAM Identity Center
を有効にした場合、作成したユーザーを選択します。
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8.

b.

(オプション) [Send invite to selected users (選択したユーザーに招待を送信) ] を選択します。
メールソフトを開くと、メッセージの本文に招待状が表示されます。E メールは、ポータル管理
者に送信する前にカスタマイズできます。後でポータル管理者に E メールを送信することもでき
ます。やってみるなら SiteWise 初めてのモニタリング、ポータル管理者になる方は、ご自身で
メールする必要はありません。

c.

[Next] (次へ) を選択します。

リポジトリの []ユーザーの割り当てページでは、IAM Identity Center のユーザーをポータルに割り当
てることができます。ポータル管理者は、これらのユーザーを後でプロジェクトの所有者やビュー
ワーとして割り当てることができます。プロジェクト所有者は、プロジェクト内にダッシュボードを
作成することができます。プロジェクトのビューワーは、割り当てられたプロジェクトに対して読み
取り専用のアクセス権を持ちます。このページでは、IAM Identity Center ユーザーを作成することが
できます。

Note
にサインインしていない場合AWS Organizations管理アカウントでは、IAM Identity Center
ユーザーを作成することはできません。[Assign users] (ユーザーの割り当て) を選択して、
ポータルユーザーなしでポータルを作成し、このステップをスキップします。
このページで、次のことを行ってください。
a.

次のステップを 2 回行い、2 人の IAM Identity Center ユーザーを作成します。
i.

[Create user] (ユーザーの作成) を選択すると、新規ユーザーの詳細を入力するダイアログ
ボックスが表示されます。

ii.

と入力します。Eメールアドレス,名, および姓新しいユーザーのために。IAM Identity Center
は、パスワードを設定するためのメールをユーザーに送信します。これらのユーザーとして
ポータルにサインインする場合、アクセス可能なメールアドレスを選択します。各メールア
ドレスは異なるメールアドレスでなければなりません。ユーザーは、メールアドレスをユー
ザー名としてポータルにサインインします。
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iii.

[Create user] (ユーザーの作成) を選択します。

b.

前のステップで作成した 2 人の IAM Identity Center ユーザーを選択します。

c.

[Assign users] (ユーザーの割り当て) を選択して、これらのユーザーをポータルに追加します。

ポータルページが開き、新しいポータルが一覧表示されます。

ポータルへのサインイン
この手順では、ポータルに追加した IAM Identity Center ユーザーを使用して、新しいポータルにサインイ
ンします。

ポータルにサインインするには
1.

[ポータル] ページで、新しいポータルの リンク を選択し、新しいタブでポータルを開きます。
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2.

チュートリアルの前半で最初の IAM Identity Center ユーザーを作成した場合は、以下のステップに
従ってユーザーのパスワードを作成します。
a.

メールで件名 (Invitation to join AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)) を
確認します。

b.

招待メールを開き、[Accept invitation] を選択します。

c.

新しいウィンドウで、IAM Identity Center ユーザーのパスワードを設定します。

先に作成した 2 人目、3 人目の IAM Identity Center ユーザーとして後からポータルにサインインした
い場合も、次のステップでパスワードを設定してください。

Note
E メールが届かない場合は、IAM Identity Center コンソールでユーザーのパスワードを生成
できます。詳しくは、[AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) User
Guide] (ユーザーガイド) の[Reset a user password] (ユーザーパスワードをリセットする) を
ご覧ください。
3.

IAM アイデンティティセンターを入力してくださいUsernameそしてPassword。このチュートリアル
の前半で IAM Identity Center ユーザーを作成した場合、Usernameは、作成したポータル管理者ユー
ザーの E メールアドレスです。
ポータル管理者を含むすべてのポータルユーザーは、自分の IAM Identity Center ユーザー認証情報を
使用してサインインする必要があります。通常、この認証情報は、AWS Management Console へのサ
インインに使用する認証情報とは異なります。
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4.

Sign in を選択します。
ポータルが開きます。

風力発電施設プロジェクトを作成する
この手順では、ポータルでプロジェクトを作成します。プロジェクトは、一連のアクセス許可、アセッ
ト、ダッシュボードを定義するリソースであり、プロジェクト内のアセットデータを視覚化するように
設定できます。プロジェクトでは、オペレーションのどのサブセットにアクセスできるか、およびそれら
のサブセットのデータを視覚化する方法を定義します。ポータルユーザーは、各プロジェクトの所有者や
ビューワーとして割り当てることができます。プロジェクト所有者は、データを視覚化するダッシュボー
ドを作成し、他のユーザーとプロジェクトを共有することができます。プロジェクトビューワーはダッ
シュボードを表示できますが、編集はできません。でのロールの詳細については、 SiteWise モニター、見
るSiteWise モニタリングロール (p. 289)。

風力発電施設プロジェクトを作成するには
1.

ポータルの左側のナビゲーションペインで、[Assets] (アセット) タブを選択します。[Assets] (アセッ
ト) ページでは、ポータルで利用可能なすべてのアセットを探索し、プロジェクトにアセットを追加
することができます。

2.

アセットブラウザで、[Demo Wind Farm Asset] を選択します。アセットを選択すると、そのアセッ
トのライブデータと履歴データを調べることができます。キーを押す方法もあります。Shift複数のア
セットを選択し、そのデータを比較する side-by-side。

3.

左上の [Add asset to project] (プロジェクトにアセットを追加) を選択します。プロジェクトには、
ポータルユーザーがデータを探索するために表示できるダッシュボードが含まれています。各プロ
ジェクトは、AWS IoT SiteWise のアセットのサブセットにアクセスできます。プロジェクトにアセッ
トを追加すると、そのプロジェクトへのアクセス権を持つすべてのユーザーは、そのアセットとその
子のデータにもアクセスできます。
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4.

[Add asset to project] (プロジェクトにアセットを追加する) ダイアログボックスで、[Create new
project] (新しいプロジェクトを作成する) を選択し、[Next] (次へ) を選択します。

5.

[Create new project] (プロジェクトの新規作成) ダイアログボックスで、[Project name] (プロジェクト
名) と[Project description] (プロジェクトの説明) を入力し、[Add asset to project] (アセットをプロジェ
クトに追加する) を選択します。

新しいプロジェクトのページが開きます。
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6.

プロジェクトのページでは、ポータルユーザーをこのプロジェクトの所有者やビューワーとして追加
することができます。

Note
AWS Organizations 管理アカウントにサインインしていない場合、このプロジェクトに割り
当てるポータルユーザーがいない可能性があるので、このステップはスキップできます。
このページで、次のことを行ってください。
a.

[Project owners] (プロジェクトの所有者) で[Add owners] (所有者の追加) または[Edit users] (ユー
ザーの編集) を選択します。

b.

プロジェクト所有者として追加するユーザー (Mary Major など) を選択し、[>>] アイコンを選択し
ます。

c.

[Save] (保存) を選択します。
IAM アイデンティティセンターユーザーMary Majorこのポータルにサインインして、このプロ
ジェクトのダッシュボードを編集し、このポータルの他のユーザーとこのプロジェクトを共有で
きます。

d.

[Project viewers] (プロジェクトのビューワー) で[Add viewers] (ビューワーの追加) または[Edit
users] (ユーザーの編集) を選択します。
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e.

プロジェクトビューワーとして追加するユーザー (Mateo Jackson など) を選択し、>> アイコン
を選択します。

f.

[Save] (保存) を選択します。
IAM アイデンティティセンターユーザーMateo Jacksonこのポータルにサインインして、風力発
電施設のプロジェクトのダッシュボードを表示できますが、編集はできません。

風力発電施設データを視覚化するダッシュボードの作
成
この手順では、ダッシュボードを作成して、デモ風力発電施設のデータを視覚化します。ダッシュボード
には、プロジェクトのアセットデータのカスタマイズ可能な視覚化が含まれています。各視覚化は、折
れ線グラフ、棒グラフ、KPI 表示など、異なるタイプを持つことができます。データに最も適した視覚化
のタイプを選択できます。プロジェクト所有者はダッシュボードを編集できますが、プロジェクトビュー
ワーはダッシュボードを表示してインサイトを得ることしかできません。

視覚化を含むダッシュボードを作成するには
1.

新規プロジェクトのページで、[Create dashboard] (ダッシュボードの作成) を選択してダッシュボー
ドを作成し、その編集ページを開きます。
ダッシュボードの編集ページで、アセット階層からダッシュボードにアセットプロパティをドラッグ
して、視覚化を作成できます。次に、各視覚化のタイトル、凡例タイトル、タイプ、サイズ、ダッ
シュボード内の場所を編集できます。

2.

ダッシュボードに名前を入力します。

3.

Total Average Power から Demo Wind Farm Asset をダッシュボードにドラッグして視覚化する。
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4.

Demo Turbine Asset 1を選択してそのアセットのプロパティを表示し、Wind Speedをダッシュボード
にドラッグして風速の視覚化を作成します。

5.

Demo Turbine Asset 2、3、4 (この順) の各風速の新しい視覚化にWind Speedを追加します。
Wind Speed 視覚化は、次のスクリーンショットのようになります。
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6.

風力タービンの Torque (KiloNewton Meter) プロパティに対してステップ ４ と ５ を繰り返して、風
力タービントルクの視覚化を作成します。

7.

Torque (KiloNewton Meter) の視覚化の視覚化タイプアイコンを選択し、棒グラフのアイコンを選択し
ます。
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8.

風力タービンの Wind Direction プロパティに対してステップ ４ と ５ を繰り返して、風向の視覚化を
作成します。

9.

Wind Direction の視覚化の視覚化型アイコンを選択し、次に、KPI グラフアイコン (30%) を選択しま
す。
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10. (オプション) 必要に応じて、各視覚化のタイトル、凡例タイトル、型、サイズ、場所を変更します。
11. 右上の [Save dashboard] (ダッシュボードの保存) を選択してダッシュボードに保存します。
ダッシュボードは、次のスクリーンショットのようになります。
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12. (オプション) 風力タービンアセットごとに追加のダッシュボードを作成します。
ベストプラクティスとして、プロジェクトビューワーが個々のアセットに関する問題を調査できるよ
うに、アセットごとにダッシュボードを作成することをお勧めします。各視覚化には最大 5 つのア
セットしか追加できないため、多くのシナリオで階層アセットに対して複数のダッシュボードを作成
する必要があります。
デモ風力タービンのダッシュボードは、次のスクリーンショットのようになります。

54

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
ポータルを探索する

13. (オプション) タイムラインを変更するか、視覚化のデータポイントを選択して、ダッシュボードの
データを調べます。詳細は、[AWS IoT SiteWise MonitorApplication Guide] (アプリケーションガイド)
の[Viewing dashboards] (ダッシュボードを表示する) を参照してください。

ポータルを探索する
この手順では、他のインスタンスで SiteWise ロールのモニタリング。

ポータルを探索し、チュートリアルを終了するには
1.

(オプション) プロジェクトに他のユーザーを所有者またはビューワーとして追加した場合、これらの
ユーザーとしてポータルにサインインすることができます。これにより、ポータル管理者よりも少な
いアクセス許可を持つユーザーとして、ポータルを探索することができます。

Important
ポータルにサインインしたユーザーごとに課金されます。詳細については、AWS IoT
SiteWise 料金を参照してください。
他のユーザーとしてポータルを探索するには、次のようにします。
a.
b.

ポータルの左下にある [Log out] (ログアウト) を選択して、ウェブアプリケーションを終了しま
す。
選択サインアウトIAM Identity Center アプリケーションポータルの右上にあり、IAM Identity
Center ユーザーからサインアウトしてください。
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c.

2.

プロジェクト所有者またはプロジェクトビューワーとして割り当てた IAM Identity Center ユー
ザーでポータルにサインインします。詳細については、「ポータルへのサインイン (p. 44)」を
参照してください。

これで、このチュートリアルは終了です。でデモ風力発電所の探索を終えたら SiteWise のモニタリン
グ、次の手順に従って、リソースをクリーンアップします。

チュートリアル後のリソースのクリーンアップ
チュートリアルを完了したら、リソースをクリーンアップできます。に対しては請求されません SiteWise
ユーザーがポータルにサインインしないが、ポータルと IAM Identity Center のユーザーを削除できるか
どうかをモニタリングします。デモ風力発電施設アセットは、デモの作成時に選択した期間の終了時に
削除されます。デモを手動で削除することもできます。詳細については、「AWS IoT SiteWise デモの削
除 (p. 13)」を参照してください。
ポータルと IAM Identity Center ユーザーを削除するには、次の手順に従います。

ポータルを削除するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

左のナビゲーションペインで、[ポータル] を選択します。

3.

ポータル、を選択します。WindFarmPortal、[] を選択します。削除。
ポータルまたはプロジェクトを削除しても、削除されたプロジェクトに関連付けられているアセット
は影響を受けません。

4.

[Delete portal] (ポータルの削除) ダイアログボックスで、[Remove administrators and users] (管理者と
ユーザーの削除) を選択します。

5.

delete と入力して削除を確認し、[Delete (削除) ] を選択します。
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IAM アイデンティティセンターユーザーを削除するには
1.

に移動します。IAM アイデンティティセンターコンソール。

2.

左のナビゲーションペインで、[Users] (ユーザー) を選択します。

3.

削除する各ユーザーのチェックボックスをオンにし、[ユーザーの削除] を選択します。

4.

[Delete users] (ユーザーの削除) ダイアログボックスで、DELETE と入力し、[Delete users] (ユーザー
の削除) を選択します。
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プロパティ値の更新を Amazon DynamoDB にパブ
リッシュする
データを次の場所に保存できます。Amazon DynamoDBを繰り返しクエリすることなく、アセットデー
タの履歴に簡単にアクセスできます。AWS IoT SiteWiseAPI。ページ分割された値の履歴を返します。こ
のチュートリアルを完了すると、風力発電施設全体の風速や風向のライブマップなど、アセットデータ
を消費するカスタムソフトウェアを簡単に作成できます。カスタムソフトウェアソリューションを実装
せずにデータを監視および可視化する場合は、「AWS IoT SiteWise Monitor によるデータのモニタリン
グ (p. 289)」を参照してください。
このチュートリアルでは、風力発電施設のサンプルデータセットを提供する AWS IoT SiteWise デモを
基に構築します。風力発電施設のデモからプロパティ値の更新を構成し、を介して、データを送信し
ます。AWS IoT作成した DynamoDB テーブルへのコアラールです。プロパティ値の更新を有効にする
と、AWS IoT SiteWise は MQTT メッセージで AWS IoT Core にデータを送信します。次に、次のように
定義できます。AWS IoTメッセージの内容に応じて DynamoDB アクションなどのアクションを実行する
コアラールです。詳細については、「その他の AWS のサービスの操作 (p. 323)」を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 59)
• プロパティ値の更新をパブリッシュするための AWS IoT SiteWise の設定 (p. 59)
• でのルールの作成AWS IoTCore (p. 61)
• DynamoDB テーブルの作成 (p. 63)
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• DynamoDB ルールアクションの設定 (p. 64)
• DynamoDB でのデータセットの探索 (p. 65)
• チュートリアル後のリソースのクリーンアップ (p. 66)
• ルールのトラブルシューティング (p. 69)

前提条件
このチュートリアルを完了するには、以下が必要です。
• AWS アカウント。アカウントをお持ちでない場合は、「AWS アカウントのセットアップ (p. 10)」を参
照してください。
• AWS Management Console にアクセスするための、Windows、macOS、Linux、または Unix を実行し
ている開発用コンピュータ。詳細については、「AWS Management Console の開始方法」を参照してく
ださい。
• 管理者権限を持つ IAM ユーザー。
• 稼働している AWS IoT SiteWise 風力発電施設のデモ。デモをセットアップすると、AWS IoT SiteWise
でモデルとアセットを定義し、風力発電施設を表すためにデータをストリームします。詳細について
は、「AWS IoT SiteWise デモの使用 (p. 11)」を参照してください。

プロパティ値の更新をパブリッシュするための AWS
IoT SiteWise の設定
この手順では、デモタービンアセットの [Wind Speed] プロパティでプロパティ値の通知を有効にします。
プロパティ値の通知を有効にすると、AWS IoT SiteWiseは MQTT メッセージ内の各値の更新をにパブリッ
シュします。AWS IoTコア。

アセットプロパティでプロパティ値の更新に関する通知を有効にするには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールにサインインします。

2.

[] を確認します。AWSリージョン (p. 10)どこAWS IoT SiteWiseサポートされ、スイッチAWS必要に
応じて、リージョン。AWS IoT SiteWise デモを実行しているリージョンに切り替えます。

3.

左側のナビゲーションペインで [Assets (アセット)] を選択します。

59

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
プロパティ値の更新をパブリッシュ
するための AWS IoT SiteWise の設定

4.

Demo Wind Farm Asset の横にある矢印を選択して、風力発電施設のアセットの階層を展開します。

5.

Demo Turbine を選択し、[編集] を選択します。

6.

Wind Speedプロパティの [通知ステータス] を [ENABLED] に更新します。

7.

ページの下部にある [Save asset (アセットを保存)] を選択します。

60

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
でのルールの作成AWS IoTCore

8.

各 Demo Turbine Asset に対し、手順 5 ～ 7 を繰り返します。

9.

デモタービン (Demo Turbine Asset 1など) を選択します。

10. [測定] を選択します。
11. [Wind Speed] プロパティの横にあるコピーアイコンを選択して、通知トピックをクリップボードにコ
ピーします。保存した通知トピックは、このチュートリアルの後半で使用します。通知トピックは、1
つの Turbine から記録するだけで大丈夫です。

通知トピックは、次の例のようになります。
$aws/sitewise/asset-models/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE/
assets/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE/properties/a1b2c3d4-5678-90abcdef-33333EXAMPLE

でのルールの作成AWS IoTCore
この手順では、でルールを作成します。AWS IoTプロパティ値の通知メッセージを解析し、データを
DynamoDB テーブルに挿入するコア。AWS IoTコアルールは MQTT メッセージを解析し、各メッセー
ジの内容とトピックに基づいてアクションを実行します。このチュートリアルの一部として作成する
DynamoDB テーブルにデータを挿入するルールを DynamoDB アクションで作成できます。

DynamoDB アクションを使用してルールを作成するには
1.

AWS IoT コンソールに移動します。[今すぐ始める] ボタンが表示された場合はそれをクリックしま
す。

2.

左側のナビゲーションペインで [Act (アクト)] を選択し、[ルール] を選択します。

3.

[ルールはまだ作成されていません] ダイアログボックスが表示された場合は、[ルールの作成] を選択
します。それ以外の場合は、[Create (作成)] を選択します。

4.

ルールの名前と説明を入力します。
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5.

このチュートリアルの前の手順で保存した通知トピックを見つけます。
$aws/sitewise/asset-models/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE/
assets/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE/properties/a1b2c3d4-5678-90abcdef-33333EXAMPLE

トピックのアセット ID (assets/ の後の ID) を + に置き換えて、すべてのデモ風力タービンアセッ
トの風速プロパティを選択します。+ トピックフィルターは、トピック内の 1 つのレベルのすべての
ノードを受け入れます。トピックは次のようになります。
$aws/sitewise/asset-models/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE/assets/+/
properties/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE

6.

次のルールクエリステートメントを入力します。FROM セクションのトピックを通知トピックに置き
換えます。
SELECT
payload.assetId AS asset,
(SELECT VALUE (value.doubleValue) FROM payload.values) AS windspeed,
timestamp() AS timestamp
FROM
'$aws/sitewise/asset-models/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE/assets/+/
properties/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE'
WHERE
type = 'PropertyValueUpdate'

7.

[1 つ以上のアクションを設定する] で、[アクションの追加] を選択します。
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8.

リポジトリの []アクションを選択[] ページで [] を選択しますDynamoDB テーブルの複数の列にメッ
セージを分割する (DynamoDB v2)。

9.

ページの下部にある [アクションの設定] を選択します。

10. [Configure action] ページで [Create a new resource] を選択します。
DynamoDB コンソールが新しいタブで開きます。次の手順を実行している間は、[ルールアクション]
タブを開いたままにしておきます。

DynamoDB テーブルの作成
この手順では、ルールアクションから風速データを受信する DynamoDB テーブルを作成します。

DynamoDB テーブルを作成するには
1.

DynamoDB コンソールのダッシュボードで、Create table。

2.

テーブル名を入力します。
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3.

4.

プライマリキーのページで、以下の操作を行います。
a.

パーティションキーとして timestamp を入力します。

b.

[数値] の種類を選択します。

c.

[ソートキーの追加] のチェックボックスをオンにします。

d.

ソートキーとして asset と入力し、デフォルトのソートキーの種類は文字列のままにします。

[Create] (作成) を選択します。
テーブルが作成されているという通知が消えたら、テーブルの準備ができたことを示します。

5.

アクションの設定のページのタブに戻ります。次の手順を実行している間は、[DynamoDB] タブを開
いたままにしておきます。

DynamoDB ルールアクションの設定
この手順では、プロパティ値の更新からデータを新しい DynamoDB テーブルに挿入するように
DynamoDB ルールアクションを構成します。
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DynamoDB ルールのアクションを構成するには
1.

リポジトリの []アクションの設定ページで、更新する[Table name (テーブル名)]リストをクリックし、
新しい DynamoDB テーブルを選択します。

2.

選択ロールの作成付与する IAM ロールを作成するにはAWS IoTルールアクションを実行するためのの
コアアクセスです。

3.

ロール名を入力し、[ロールの作成] を選択します。

4.

[Add action] を選択します。

5.

ページの下部にある [ルールの作成] を選択して、ルールの作成を終了します。
デモのアセットデータは DynamoDB テーブルに表示され始めます。

DynamoDB でのデータセットの探索
この手順では、新しい DynamoDB テーブルでデモのアセットの風速データを調べます。

DynamoDB でアセットデータを検索するには
1.

DynamoDB テーブルを開いた状態でタブに戻ります。

2.

前に作成したテーブルで、[項目] のタブを選択して、テーブル内のデータを表示します。テーブルに
行が表示されない場合は、ページを更新します。数分経過しても行が表示されない場合は、ルールの
トラブルシューティング (p. 69) を参照してください。
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3.

テーブルの行で、編集アイコンを選択してデータを展開します。

4.

windspeed 構造の横にある矢印を選択して、風速データポイントのリストを展開します。各リストに
は、風力発電所のデモによって AWS IoT SiteWise に送信された風速データポイントのバッチが反映
されます。独自のルールアクションを設定する場合は、別のデータ形式を使用することもできます。
詳細については、「アセットプロパティ通知メッセージのクエリ (p. 326)」を参照してください。

チュートリアルを完了したので、ルールを無効化または削除し、DynamoDB テーブルを削除して、追加料
金が発生しないようにできます。次の手順に従って、リソースをクリーンアップします。

チュートリアル後のリソースのクリーンアップ
チュートリアルを完了したら、追加料金が発生しないようにリソースをクリーンアップします。デモ風力
発電施設アセットは、デモの作成時に選択した期間の終了時に削除されます。デモを手動で削除すること
もできます。詳細については、「AWS IoT SiteWise デモの削除 (p. 13)」を参照してください。
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プロパティ値の更新通知を無効にする (デモを削除していない場合)、無効化または削除するには、次の手
順に従います。AWS IoTルールを設定し、DynamoDB テーブルを削除します。

アセットプロパティでプロパティ値の更新に関する通知を無効にするには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで [Assets (アセット)] を選択します。

3.

Demo Wind Farm Asset の横にある矢印を選択して、風力発電施設のアセットの階層を展開します。

4.

Demo Turbine を選択し、[編集] を選択します。

5.

[Wind Speed] プロパティの [通知ステータス] を [DISABLED] に更新します。
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6.

ページの下部にある [Save asset (アセットを保存)] を選択します。

7.

各 Demo Turbine Asset に対し、手順 4～6 を繰り返します。

AWS IoT Core でルールを無効化または削除するには
1.

AWS IoT コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで [Act (アクト)] を選択し、[ルール] を選択します。

3.

ルールのメニューを選択し、[無効化] または [削除] を選択します。

DynamoDB テーブルを削除するには
1.

に移動します。DynamoDB コンソール。

2.

左のナビゲーションペインで、[テーブル] を選択します。

3.

先ほど作成したテーブル、WindSpeedData を選択します。

4.

[テーブルの削除] を選択します。
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5.

[テーブルの削除] ダイアログで、[削除] を選択します。

ルールのトラブルシューティング
デモのアセットデータが想定通りにDynamoDB テーブルで表示されない場合は、ここに記載されている
手順に従って、ルールをトラブルシューティングします。この手順では、MQTT テストクライアントでエ
ラーメッセージを表示するために、エラーアクションとして再パブリッシュルールアクションを設定しま
す。また、にロギングを設定することもできます。CloudWatchトラブルシューティングするログ。詳細に
ついては、AWS IoT デベロッパーガイドの「CloudWatch ログのモニタリング」を参照してください。

再パブリッシュエラーアクションをルールに追加するには
1.

AWS IoT コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで [Act (アクト)] を選択し、[ルール] を選択します。

3.

先ほど作成したルールを選択します。
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4.

[エラーアクション] で、[アクションの追加] を選択します。

5.

選択にメッセージを再パブリッシュするAWS IoTトピック。

6.

ページの下部にある [アクションの設定] を選択します。

7.

Eclipseトピック「」と入力します。windspeed/error。AWS IoTCore はこのトピックにエラー
メッセージを再パブリッシュします。
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8.

選択Select付与するAWS IoT以前に作成したロールを使用してエラーアクションを実行するには、の
コアアクセスを使用します。

9.

ロールの横にある [選択] を選択します。

10. [ロールの更新] を選択して、追加のアクセス許可をロールに追加します。

11. [アクションの追加] を選択して、エラーアクションの追加を終了します。
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12. コンソールの左上にある戻る矢印を選択して、AWS IoTCore コンソールのホームページ。
再パブリッシュエラーアクションを設定したら、の MQTT テストクライアントでエラーメッセージを見る
ことができます。AWS IoTコア。
次の手順では、MQTT テストクライアントでエラートピックにサブスクライブします。

エラーアクショントピックをサブスクライブするには
1.

左AWS IoTCore コンソールの左にあるナビゲーションページで、Test。

2.

[トピックのサブスクリプション] フィールドで、windspeed/error と入力し、[トピックへのサブス
クリプション] を選びます。

3.

エラーメッセージが表示されるのを監視し、エラーメッセージで failures 配列を調べて、次の一般
的な問題を診断します。
• ルールクエリステートメントのタイプミス
• ロールのアクセス許可の不足
エラーが表示されない場合は、ルールが有効になっていて、再パブリッシュエラーアクションで設定
したトピックと同じトピックにサブスクライブしていることを確認します。それでもエラーが表示さ
れない場合は、デモの風力発電所アセットが存在し、風速プロパティで通知が有効になっているかを
確認します。デモアセットの有効期限が切れており、AWS IoT SiteWise から消えた場合は、新しいデ
モを作成し、ルールクエリステートメントを更新し、更新したアセットモデルとプロパティ ID を反映
させます。
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AWS IoT SiteWise へのデータの取り
込み
AWS IoT SiteWise は産業データを消費し、産業オペレーションを表すアセットにデータを一致させま
す。AWS IoT SiteWise でデータを受信するには、アセットとアセットモデルを作成する必要があります。
アセットを構築する前にデータソースを設定することはできますが、アセットを作成し、データストリー
ムパスにアセットプロパティエイリアスを設定するまで、AWS IoT SiteWise は送信されるデータは受信し
ません。仮想産業オペレーションを構築する手順については、産業用アセットのモデリング (p. 160) を
参照してください。
次のいずれかのオプションを使用して、産業データを AWS IoT SiteWise に送信できます。
• [Use an AWS IoT SiteWise gateway] (p. 88) (ゲートウェイを使用して) 、サーバーからデータをアッ
プロードします。ゲートウェイは、AWS IoT SiteWise とお客様のデータサーバーを仲介する役割を果た
します。AWS IoT SiteWise は AWS IoT Greengrass コネクタを提供しており、AWS IoT Greengrass が
動作するプラットフォームであれば、ゲートウェイを設置することが可能です。AWS IoT SiteWise は
OPC-UA、Modbus TCP、[Ethernet/IP] (イーサネット/IP) サーバプロトコルとの連携をサポートしてい
ます。
• [Use AWS IoT Core rules] (p. 73) (Core ルールを使用して) 、AWS IoT のモノまたは別の AWS の
サービスによって公開された MQTT メッセージからデータをアップロードします。
• AWS IoT Events アクションを使用 (p. 81)して、イベントが発生したときに AWS IoT Events から
データをアップロードします。
• エッジデバイスを使用して、ローカルデータソースからデータをアップロードするには、[Use AWS IoT
Greengrass stream manager] (p. 81) (ストリームマネージャを使用します)。
• AWS IoT SiteWise API を使用 (p. 81)して、他のソースからデータをアップロードします。

AWS IoT Core ルールを使用によるデータの取り込
み
AWS IoT Core のルールを使用して、AWS IoT Thing やその他の AWS サービスから AWS IoT
SiteWise にデータを送信できます。ルールは MQTT メッセージを変換し、AWS サービスと対話す
るアクションを実行します。AWS IoT SiteWise ルールアクションは、AWS IoT SiteWise API から
BatchPutAssetPropertyValue オペレーションにメッセージデータを転送します。詳しくは、[AWS IoT
Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Rules] (ルール) [AWS IoT SiteWise action] (アクション) をご覧
ください。
デバイスシャドウを介して AWS IoT Thing からデータを取り込むルールを設定するために必要な手順を
説明するチュートリアルに従います。詳細については、「AWS IoT のモノからの AWS IoT SiteWise への
データの取り込み (p. 16)」を参照してください。
また、AWS IoT SiteWise から他の AWS のサービスにデータを送信することもできます。詳細について
は、「その他の AWS のサービスの操作 (p. 323)」を参照してください。
トピック
• AWS IoT への必要なアクセス権限の付与 (p. 74)
• AWS IoT SiteWise ルールアクションの設定 (p. 74)
• 基本的な取り込みによるコストの削減 (p. 80)
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• AWS IoT SiteWise ルールアクションのトラブルシューティング (p. 80)

AWS IoT への必要なアクセス権限の付与
IAM ロールは、各ルールからアクセスできる AWS リソースを制御するために使用します。ルールを作成
するには、必要な AWS リソースへのアクセスを許可するポリシーを指定した IAM ロールを作成する必要
があります。AWS IoT は、ルールの実行時にこのロールを引き受けます。
AWS IoT コンソールでルールアクションを作成する場合、ルートアセットを選択して、選択したアセット
階層にアクセスできるロールを作成できます。ルールに対して手動でロールを定義する方法の詳細につい
ては、[AWS IoT Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Granting AWS IoT the required access] (必要
なアクセスを許可する) と[Pass role permissions] (ロールアクセス許可を付与する) を参照してください。
AWS IoT SiteWise ルールアクションでは、ルールがデータを送信するアセットプロパティへの
iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue アクセスを許可するロールを定義する必要がありま
す。セキュリティを向上させるために、 AWS IoT SiteWise プロパティで Condition アセット階層パス
を指定できます。
次の信頼ポリシーの例では、特定のアセットとその子へのアクセスを許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iotsitewise:assetHierarchyPath": [
"/root node asset ID",
"/root node asset ID/*"
]
}
}
}
]

ポリシーから Condition を削除すると、すべてのアセットへのアクセスを許可できます。次の信頼ポリ
シーの例では、現在のリージョン内のすべてのアセットへのアクセスを許可します。
{

}

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

AWS IoT SiteWise ルールアクションの設定
AWS IoT SiteWise ルールアクションは、ルールを開始した MQTT メッセージから AWS IoT SiteWise の
アセットプロパティにデータを送信します。複数のデータエントリを異なるアセットプロパティに同時に
アップロードできるため、デバイスのすべてのセンサーの更新を 1 つのメッセージで送信できます。ま
た、各データ入力に一度に複数のデータポイントをアップロードすることもできます。
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Note
ルールアクションで AWS IoT SiteWise にデータを送信する場合、データは
BatchPutAssetPropertyValue オペレーションのすべての要件を満たしている必要がありま
す。たとえば、現在の UNIX エポック時間から 7 日以上前ののタイムスタンプをデータで使用す
ることはできません。詳細については、「AWS IoT SiteWise API を使用したデータの取り込み」
を参照してください。
ルールアクションの各データエントリについて、アセットプロパティを識別し、そのアセットプロパティ
の各データポイントのタイムスタンプ、品質、および値を指定します。ルールアクションには、すべての
パラメータに対する文字列を指定します。
エントリ内のアセットのプロパティを識別するには、以下のいずれかを指定します。
• データを送信するアセットプロパティの [アセット ID] (assetId) と [プロパティ ID]
(propertyId)。AWS IoT コンソールでこのオプションを選択した場合、リストを使用して、現在の
AWS リージョンの AWS IoT SiteWise からアセットモデルとプロパティを選択できます。
• [Property alias (プロパティエイリアス) ] (propertyAlias)。これは、データストリームのエイリアス
(/company/windfarm/3/turbine/7/temperature など) です。このオプションを使用するには、
最初にアセットプロパティのエイリアスを設定する必要があります。プロパティのエイリアスを設定す
る方法については、「アセットプロパティへの産業データストリームのマッピング (p. 224)」を参照し
てください。
各エントリーのタイムスタンプには、お使いの機器から報告されたタイムスタンプ、または AWS IoT
Core から提供されたタイムスタンプを使用することができます。タイムスタンプは 2 つのパラメータがあ
ります。
• [Time in seconds] (時間 (秒)) (timeInSeconds) - センサーまたは機器がデータを報告した UNIX エポッ
ク時間 (秒)。
• [Offset in nanos] (オフセット (ナノ秒)) (offsetInNanos) -(オプション) 時間 (秒) からのオフセット (ナ
ノ秒)。

Important
タイムスタンプが文字列であったり、小数部があったり、秒単位でない場合、AWS IoT SiteWise
はリクエストを拒否します。タイムスタンプを秒とナノ秒のオフセットに変換する必要がありま
す。AWS IoT ルールエンジンの機能を利用して、タイムスタンプを変換する。詳細については、
次を参照してください。
• 正確な時間を報告しないデバイスのタイムスタンプを取得する。 (p. 76)
• 文字列形式のタイムスタンプを変換する (p. 76)
アクションのいくつかのパラメータに置換テンプレートを使用して、コンピューティングを実行したり、
関数を呼び出したり、メッセージペイロードから値を引き出したりすることができます。詳細について
は、[AWS IoT Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Substitution templates] (置換テンプレート) を参
照してください。

Note
置換テンプレート内の式は SELECT ステートメントとは別に評価されるため、AS 句を使用して作
成されたエイリアスは置換テンプレートを使用して参照することはできません。サポートされて
いる関数と演算子に加えて、元のペイロードに存在する情報のみを参照できます。
トピック
• 正確な時間を報告しないデバイスのタイムスタンプを取得する。 (p. 76)
• 文字列形式のタイムスタンプを変換する (p. 76)
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• ナノ秒精度のタイムスタンプ文字列を変換する。 (p. 76)
• ルール設定の例。 (p. 78)

正確な時間を報告しないデバイスのタイムスタンプを取得する。
センサーや機器が正確な時刻データを報告しない場合、[timestamp () ] (タイムスタンプ ()) を使って AWS
IoT ルールエンジンから現在の Unix エポックタイムを取得することができます。この関数は、ミリ秒単位
で時間を出力するので、時間を秒単位、オフセットをナノ秒単位に変換する必要があります。そのために
は、次の変換を使用します。
• [Time in seconds (時間 (秒)) ] (timeInSeconds) には、${floor(timestamp() / 1E3)} を使用し
て、時間をミリ秒から秒に変換します。
• [Offset in nanos (オフセット (ナノ秒)) ] (offsetInNanos) には、${(timestamp() % 1E3) * 1E6}
を使用して、タイムスタンプオフセット (ナノ秒) をコンピューティングします。

文字列形式のタイムスタンプを変換する
センサーや機器が文字列形式で時間データを報告する場合 (例えば
2020-03-03T14:57:14.699Z) 、[time_to_epoch (String, String) ] (タイムトゥエポック (文字列、文字
列)) を使用することができます。この関数は、タイムスタンプとフォーマットパターンをパラメータとし
て入力し、時刻をミリ秒単位で出力します。次に、時間を秒単位で、オフセットをナノ秒単位で変換する
必要があります。そのためには、次の変換を使用します。
• [Time in seconds] (秒単位の時間) (timeInSeconds) の場
合、${floor(time_to_epoch("2020-03-03T14:57:14.699Z", "yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss'Z'") / 1E3)} でタイムスタンプ文字列をミリ秒に変換し、さらに秒に変換しま
す。
• [Offset in nanos](オフセット (ナノ秒)) (offsetInNanos) に
は、${(time_to_epoch("2020-03-03T14:57:14.699Z", "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'") %
1E3) * 1E6} を使用して、タイムスタンプ文字列オフセット (ナノ秒) をコンピューティングします。

Note
time_to_epoch 関数は、最大ミリ秒精度のタイムスタンプ文字列をサポートします。マイクロ
秒やナノ秒の精度で文字列を変換するには、ルールがタイムスタンプを数値に変換するために呼
び出す AWS Lambda関数を設定することができます。詳細については、「ナノ秒精度のタイムス
タンプ文字列を変換する。 (p. 76)」を参照してください。

ナノ秒精度のタイムスタンプ文字列を変換する。
デバイスがナノ秒精度のタイムスタンプ情報を文字列形式 (2020-03-03T14:57:14.699728491Z
など) で送信する場合、次のステップでルールアクションを設定します。文字列からタイムスタンプ
を[Time in seconds] (時間 (秒単位)) (timeInSeconds) と[Offset in nanos] (オフセット (ナノ単位))
(offsetInNanos) に変換する AWS Lambda 関数を作成することができます。次に、ルールのアクション
パラメータでaws_lambda (functionArn, inputJson) を使用して、その Lambda 関数を呼び出し、その出力
をルールで使用することができます。

Note
このセクションでは、次のリソースの作成方法を熟知していることを前提とした高度な手順につ
いて説明します。
• Lambda 関数。詳細については、[AWS Lambda Developer Guide] (デベロッパーガイド)
の[Create a Lambda function with the console] (コンソールでLambda 関数を作成する) また
は[Using Lambda with the AWS CLI] (Lambda を使用する) を参照してください。
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• AWS IoT ルールを AWS IoT SiteWise ルールアクションとともに使用します。詳細について
は、「AWS IoT Core ルールを使用によるデータの取り込み (p. 73)」を参照してください。

タイムスタンプ文字列を解析する AWS IoT SiteWise ルールアクションを作成するには
1.

次のプロパティを持つ Lambda 関数を作成します。
• [Function name] (関数名) - わかりやすい関数名を使用します (例:
ConvertNanosecondTimestampFromString)。
• Runtime - Python 3.8 (python3.8) のような Python 3 ランタイム を使用します。
• アクセス許可— 基本的な Lambda アクセス許可を持つロール (AWSLambdaBasicExecutionRole).
• レイヤー— 追加AWSラムダ-Python38-SciPy1x使用する Lambda 関数のレイヤーnumpy。
• [Function code] (関数コード) - 次の関数コードを使用します。この関数コードでは、timestamp と
いう文字列引数を消費し、そのタイムスタンプの timeInSeconds と offsetInNanos 値を出力
します。
import json
import math
import numpy
# Converts a timestamp string into timeInSeconds and offsetInNanos in Unix epoch
time.
# The input timestamp string can have up to nanosecond precision.
def lambda_handler(event, context):
timestamp_str = event['timestamp']
# Parse the timestamp string as nanoseconds since Unix epoch.
nanoseconds = numpy.datetime64(timestamp_str, 'ns').item()
time_in_seconds = math.floor(nanoseconds / 1E9)
# Slice to avoid precision issues.
offset_in_nanos = int(str(nanoseconds)[-9:])
return {
'timeInSeconds': time_in_seconds,
'offsetInNanos': offset_in_nanos
}

この Lambda 関数は、タイムスタンプ文字列を次のように入力します。ISO 8601形式を使
用datetime64から NumPy。

Note
タイムスタンプ文字列が ISO 8601 形式でない場合、タイムスタンプ形式を定義した
pandas で解決策を実装することが可能です。詳しくはpandas.to_datetimeを参照してくだ
さい。
2.

ルールの AWS IoT SiteWise アクションを設定するときは、[Time in seconds (時間 (秒)) ]
(timeInSeconds) および [Offset in nanos (オフセット (ナノ秒)) ] (offsetInNanos) に対して、
次の置換テンプレートを使用します。これらの置換テンプレートは、メッセージペイロードに
timestamp のタイムスタンプ文字列が含まれていることを前提としています。この aws_lambda 関
数は 2 番目のパラメータに JSON 構造消費するため、必要に応じて以下の置換テンプレートを変更で
きます。
• [Time in seconds (時間 (秒)) ] (timeInSeconds) には、次の置換テンプレートを使用します。
${aws_lambda('arn:aws:lambda:region:accountid:function:ConvertNanosecondTimestampFromString', {'timestamp':
timestamp}).timeInSeconds}

• Offset in nanos (オフセット (ナノ秒)) ] (offsetInNanos) には、次の置換テンプレートを使用しま
す。
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${aws_lambda('arn:aws:lambda:region:accountid:function:ConvertNanosecondTimestampFromString', {'timestamp':
timestamp}).offsetInNanos}

各パラメーターは、 [region] (リージョン) と [account-id] (アカウント ID) をお客様のリージョ
ンと AWS アカウント ID に置き換えてください。Lambda 関数に別の名前を使用した場合は、それも
変更してください。
3.

AWS IoT アクセス許可を使用して、関数を呼び出す lambda:InvokeFunction アクセス許可を付与
します。詳細については、「aws_lambda (functionArn, inputJson) 」を参照してください。

4.

ルールをテストし、 (たとえば、AWS IoT MQTT テストクライアントを使用) 、AWS IoT SiteWise が
送信したデータを受信することを確認します。
ルールが期待どおりに動作しない場合は、「AWS IoT SiteWise ルールアクションのトラブルシュー
ティング (p. 419)」を参照してください。

Note
このソリューションは、タイムスタンプ文字列ごとに Lambda 関数を 2 回呼び出します。ルール
が各ペイロードで同じタイムスタンプを持つ複数のデータポイントを処理する場合、別のルール
を作成して Lambda 関数呼び出し回数を減らすことができます。
そのためには、Lambda を呼び出し、タイムスタンプ文字列を timeInSeconds と
offsetInNanos に変換して元のペイロードをパブリッシュする再パブリッシュアクションを含
むルールを作成します。次に、変換されたペイロードを消費する AWS IoT SiteWise ルールアク
ションを含むルールを作成します。この方法では、ルールが Lambda を呼び出す回数を減らしま
すが、実行される AWS IoT ルールアクションの数は増えます。このソリューションをユースケー
スに適用する場合は、各サービスの価格を考慮してください。

ルール設定の例。
このセクションでは、AWS IoT SiteWise アクションを持つルールを作成するために使用できるルール設定
例を紹介します。

Example プロパティエイリアスをメッセージトピックとして使用するルールアクションの例
次の例では、アセットプロパティを識別するためのプロパティエイリアスとしてトピック (through topic
()) を使用する AWS IoT SiteWise アクションのルールを作成しています。この例を使用して、すべての風
力発電施設のすべての風力タービンに対してダブル型のデータを取り込むための 1 つのルールを定義する
ことができます。この例では、すべてのタービンアセットのプロパティにプロパティエイリアスを定義す
る必要があります。整数型データを取り込むには、同様のルールをもう一つ定義する必要があります。
aws iot create-topic-rule \
--rule-name SiteWiseWindFarmRule \
--topic-rule-payload file://sitewise-rule-payload.json

sitewise-rule-payload.json のペイロードの例には、次のコンテンツが含まれています。
{

"sql": "SELECT * FROM '/company/windfarm/+/turbine/+/+' WHERE type = 'double'",
"description": "Sends data to the wind turbine asset property with the same alias as the
topic",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
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}

]

}

"iotSiteWise": {
"putAssetPropertyValueEntries": [
{
"propertyAlias": "${topic()}",
"propertyValues": [
{
"timestamp": {
"timeInSeconds": "${timeInSeconds}"
},
"value": {
"doubleValue": "${value}"
}
}
]
}
],
"roleArn": "arn:aws:iam::account-id:role/MySiteWiseActionRole"
}

このルールアクションを使用すると、次のメッセージを風力タービンプロパティエイリアス (/company/
windfarm/3/turbine/7/temperature など) に送信して、データを取り込みます。
{

}

"type": "double",
"value": "38.3",
"timeInSeconds": "1581368533"

Example timestamp () を使用して時刻を決定するルールアクションの例
次の例では、ID によってアセットプロパティを特定し、timestamp () を使用して現在時刻を決定する
AWS IoT SiteWise アクションのルールを作成しています。
aws iot create-topic-rule \
--rule-name SiteWiseAssetPropertyRule \
--topic-rule-payload file://sitewise-rule-payload.json

sitewise-rule-payload.json のペイロードの例には、次のコンテンツが含まれています。
{

"sql": "SELECT * FROM 'my/asset/property/topic'",
"description": "Sends device data to an asset property",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"iotSiteWise": {
"putAssetPropertyValueEntries": [
{
"assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
"propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
"propertyValues": [
{
"timestamp": {
"timeInSeconds": "${floor(timestamp() / 1E3)}",
"offsetInNanos": "${(timestamp() % 1E3) * 1E6}"
},
"value": {
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]

}

]

}

}

}

}

"doubleValue": "${value}"

}
],
"roleArn": "arn:aws:iam::account-id:role/MySiteWiseActionRole"

このルールアクションでは、次のメッセージを my/asset/property/topic に送信してデータを取り込
むことができます。
{
}

"type": "double",
"value": "38.3"

基本的な取り込みによるコストの削減
AWS IoT Core には Basic Ingest という機能があり、これを利用することで [AWS IoT Core messaging
costs] (メッセージングコスト) を発生させずに AWS IoT 経由でデータを送信することができます。基本的
な取り込みは、取り込みパスからパブリッシュ/サブスクライブのメッセージブローカーを除去して、大量
のデータ取り込みワークロードのデータフローを最適化します。メッセージをルーティングするルールが
わかっている場合は、基本的な取り込みを使用できます。
基本的な取り込みを使用するには、特別なトピック、$aws/rules/rule-name を使用して、特定のルー
ルに直接メッセージを送信します。たとえば、SiteWiseWindFarmRule という名前のルールにメッセー
ジを送信するには、トピック $aws/rules/SiteWiseWindFarmRule にメッセージを送信します。
ルールアクションで、トピック (10 進数) を含む置換テンプレートが使用されている場合、$aws/
rules/rule-name/original-topic などの基本的な取り込みの特別なトピックの最後に元のトピック
を渡すことができます。たとえば、前のセクションの風力発電施設プロパティエイリアスの例で基本的な
取り込みを使用するには、次のトピックにメッセージを送信できます。
$aws/rules/SiteWiseWindFarmRule//company/windfarm/3/turbine/7/temperature

Note
上の例には 2 番目のスラッシュ (//) が含まれています。これは、AWS IoT がルールアクショ
ンに表示されるトピックから基本的な取り込みのプレフィックス ($aws/rules/rule-name/)
を削除するためです。この例では、ルールはトピック /company/windfarm/3/turbine/7/
temperature を受信します。
詳細については、[AWS IoT Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Reducing messaging costs with
basic ingest] (ベーシックインジェストでメッセージングコストを削減) を参照してください。

AWS IoT SiteWise ルールアクションのトラブル
シューティング
のトラブルシューティングAWS IoT SiteWiseのルールアクションAWS IoT Core、構成できます
CloudWatch ルールの再パブリッシュエラーアクションをログに記録するか、設定することができます。
詳細については、「AWS IoT SiteWise ルールアクションのトラブルシューティング (p. 419)」を参照し
てください。
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AWS IoT Events からのデータの取り込み
AWS IoT Events を使用すると、IoT フリート用の複雑なイベントモニタリングアプリケーションを AWS
クラウド上で構築できます。IoTが使える SiteWise のアクションAWS IoT Eventsのアセットプロパティに
データを送信するにはAWS IoT SiteWiseイベントが発生した場合。
詳細については、[AWS IoT Events Developer Guide] (デベロッパーガイド) の次のトピックをご覧くださ
い。
• AWS IoT Eventsとは?
• AWS IoT Events のアクション
• IoT SiteWise アクション

AWS IoT Greengrass ストリーミングマネージャー
を使用したデータの取り込み。
AWS IoT Greengrass のストリーミングマネージャー機能は、AWS IoT SiteWise と統合して、ローカル
ソースから AWS クラウドにデータを転送します。AWS IoT SiteWise コンソールでローカルソースを設定
することでデータ送信先を追加するか、カスタム AWS IoT Greengrass ソリューションでストリーミング
マネージャーを使用して AWS IoT SiteWise へデータを取り込むことができます。

Note
OPC-UA、Modbus TCP、イーサネット/IP のソースからデータを取り込むには、AWS IoT
Greengrass 上で動作するゲートウェイを設定します。詳細については、「ゲートウェイを使用し
たデータの取り込み (p. 103)」を参照してください。
ローカルソースデータの保存先を設定する方法については、データソースの設定 (p. 120) を参照してく
ださい。
ストリーミングマネージャーを使用してデータを取り込む方法の詳細については、カスタム AWS IoT
Greengrass ソリューションは、[AWS IoT Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド)
の次のトピックを参照してください。
• AWS IoT Greengrassとは?
• [Manage data streams on the AWS IoT Greengrass core] (コアでのデータストリームの管理)。
• [Exporting data to AWS IoT SiteWise asset properties] (アセットプロパティへのデータエクスポート)。

AWS IoT SiteWise API の使用によるデータの取り
込み
AWS IoT SiteWise API を使用して、タイムスタンプ付きの産業データをアセットの属性および測定プロパ
ティに送信できます。API は以下を含むペイロードを受け入れます timestamp-quality-value(TQV) 構造。
BatchPutAssetPropertyValue オペレーションを使用してデータをアップロードします。このオペレーショ
ンを使用すると、一度に複数のデータエントリをアップロードできるため、複数のデバイスからデータを
収集し、1 つのリクエストですべてを送信できます。

Important
-BatchPutAssetPropertyValueオペレーションには、次のクォータが適用されます。
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• 最大 10エントリーリクエストあたり。
• 最大 10プロパティ値(TQV データポイント) エントリあたり。
• AWS IoT SiteWiseは、タイムスタンプが 7 日以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上
以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上
以上
これらのクォータの詳細については、BatchPutAssetPropertyValue()AWS IoT SiteWiseAPI リファ
レンス。
アセットプロパティを特定するために、次のいずれかを指定します。
• データデスティネーションのアセットプロパティの assetId、propertyIdです。
• データストリームのエイリアスである propertyAlias (例えば、/company/windfarm/3/
turbine/7/temperature)。このオプションを使用するには、最初にアセットプロパティのエイリア
スを設定する必要があります。プロパティのエイリアスを設定する方法については、「アセットプロパ
ティへの産業データストリームのマッピング (p. 224)」を参照してください。
次の例は、JSON ファイルに格納されているペイロードから風力タービンの温度と 1 分あたりの回転数
(RPM) の読み取り値を送信する方法を示しています。
aws iotsitewise batch-put-asset-property-value --cli-input-json file://batch-putpayload.json

batch-put-payload.json のペイロードの例には、次のコンテンツが含まれています。
{

}

"entries": [
{
"entryId": "unique entry ID",
"propertyAlias": "/company/windfarm/3/turbine/7/temperature",
"propertyValues": [
{
"value": {
"integerValue": 38
},
"timestamp": {
"timeInSeconds": 1575691200
}
}
]
},
{
"entryId": "unique entry ID",
"propertyAlias": "/company/windfarm/3/turbine/7/rpm",
"propertyValues": [
{
"value": {
"doubleValue": 15.09
},
"timestamp": {
"timeInSeconds": 1575691200
},
"quality": "GOOD"
}
]
}
]
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ペイロードの各エントリには、一意の文字列として定義できる entryId が含まれています。リクエスト
のエントリが失敗した場合、各エラーには、対応するリクエストの entryId が含まれるため、再試行す
るリクエストを確認できます。
リスト内の各構造propertyValuesは timestamp-quality-value (TQV) を含む構造value、atimestamp、
およびオプションでquality。
• value - 設定中のプロパティの型に応じて、次のいずれかのフィールドを含む構造。
• booleanValue
• doubleValue
• integerValue
• stringValue
• timestamp エポック時間からの現在の UNIX エポック時刻 (秒単位) を含む構造。timeInSeconds一
時的に正確なデータがある場合は、timestamp 構造に offsetInNanos キーを設定することもできま
す。AWS IoT SiteWise は、7 日以上前または 10 分以上先のタイムスタンプを持つデータポイントを拒
否します。
• quality -(オプション) 次の品質の文字列のいずれか。
• GOOD - (デフォルト) データはいずれの問題による影響も受けません。
• BAD - データはセンサーの障害などの問題による影響を受けます。
• UNCERTAIN - データはセンサーの不正確さなどの問題による影響を受けます。
AWS IoT SiteWise が計算でデータ品質を処理する方法の詳細については、「数式でのデータ品
質 (p. 218)」を参照してください。

を使用してデータを取り込む CreateBulkImportJob
API
You can use the CreateBulkImportJob大量のデータを Amazon S3 からインポートするAPI。データ
は、.csv 形式で Amazon S3 に保存する必要があります。データファイルには、次の列を含めることがで
きます。

Note
アセットプロパティを特定するために、次のいずれかを指定することができます。
• -ASSET_IDそしてPROPERTY_IDデータデスティネーションのアセットプロパティの。
• データストリームのエイリアスである ALIAS (例えば、/company/windfarm/3/
turbine/7/temperature)。このオプションを使用するには、最初にアセットプロパティの
エイリアスを設定する必要があります。プロパティのエイリアスを設定する方法については、
「the section called “アセットプロパティへの産業データストリームのマッピング” (p. 224)」
を参照してください。
• ALIAS-OPC-UA サーバーのデータストリームパス (など) — プロパティを識別するエイリアス/
company/windfarm/3/turbine/7/temperature). 詳細については、「アセットプロパティへの産
業データストリームのマッピング (p. 224)」を参照してください。
• ASSET_ID— アセットの ID。
• PROPERTY_ID— アセットプロパティの ID。
• DATA_TYPE-プロパティのデータ型は、次のいずれかになります。
• STRING - 最大 1024 バイトの文字列。
• INTEGER - [-10 ^ 100、10 ^ 100] の範囲および IEEE 754 倍精度の浮動小数点数。
• DOUBLE - [-2,147,483,648, 2,147,483,647] の範囲を持つ 32 ビットの符合付き整数。
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• BOOLEAN – true または false
• TIMESTAMP_SECONDS— データポイントのタイムスタンプ (Unix エポックタイム)。
• TIMESTAMP_NANO_OFFSET— から変換されたナノ秒オフセットTIMESTAMP_SECONDS。
• QUALITY— (オプション) アセットプロパティ値の品質。値は次のいずれかになります。
• GOOD - (デフォルト) データはいずれの問題による影響も受けません。
• BAD - データはセンサーの障害などの問題による影響を受けます。
• UNCERTAIN - データはセンサーの不正確さなどの問題による影響を受けます。
AWS IoT SiteWise が計算でデータ品質を処理する方法の詳細については、「数式でのデータ品
質 (p. 218)」を参照してください。
• VALUE-アセットプロパティの値。

Example .csv 形式のデータファイル
unmodeled_alias1,DOUBLE,1635201373,0,GOOD,1.0
unmodeled_alias1,DOUBLE,1635201374,0,GOOD,2.0
unmodeled_alias1,DOUBLE,1635201375,0,GOOD,3.0
unmodeled_alias1,DOUBLE,1635201376,0,GOOD,4.0
unmodeled_alias1,DOUBLE,1635201377,0,GOOD,5.0
unmodeled_alias1,DOUBLE,1635201378,0,GOOD,6.0
unmodeled_alias1,DOUBLE,1635201379,0,GOOD,7.0
unmodeled_alias1,DOUBLE,1635201380,0,GOOD,8.0
unmodeled_alias1,DOUBLE,1635201381,0,GOOD,9.0
unmodeled_alias1,DOUBLE,1635201382,0,GOOD,10.0

AWS IoT SiteWiseには、一括インポートジョブを作成したり、既存のジョブに関する情報を取得したりす
るために使用できる次の API オペレーションが用意されています。
• CreateBulkImportJob— 新しい一括インポートジョブを作成します。
• DescribeBulkImportJob-一括インポートジョブに関する情報を取得します。
• ListBulkImportJob— すべての一括インポートジョブの概要をページ分けして一覧表示します。

一括インポートジョブの作成 (AWS CLI)
You can use the CreateBulkImportJobAmazon S3 からにデータを転送する API オペレーションAWS IoT
SiteWise。次の例では AWS CLI を使用しています。

Important
有効にする必要があります。AWS IoT SiteWise一括インポートジョブを作成する前に Amazon
S3 にデータをエクスポートします。ストレージ設定の詳細については、ストレージ設定を行
う (p. 339)。
以下のコマンドを実行します。置換#####は、一括インポートジョブ設定を含むファイルの名前になりま
す。
aws iotsitewise create-bulk-import-job --cli-input-json file://file-name.json

Example ジョブ設定の一括インポート
• 置換#######は、このバルクインポートジョブに関連するエラーの送信先となる Amazon S3 バケット
の名前です。
• 置換error-bucket-prefixこの一括インポートジョブに関連するエラーの送信先となる Amazon S3
バケットのプレフィックスが付きます。
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Amazon S3 では、プレフィックスをフォルダ名として使用し、バケット内のデータを整理します。各
Amazon S3 オブジェクトには、バケット内の一意の識別子であるキーが含まれます。バケット内のすべ
てのオブジェクトは、厳密に 1 個のキーを持ちます。このプレフィックスは、スラッシュ (/) で終わる必
要があります。詳細については、次を参照してください。プレフィックスを使用してオブジェクトを整
理する()Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド。
• 置換#######は、データのインポート元となる Amazon S3 バケットの名前と同じです。
• 置換data-bucket-keyには、データを含む Amazon S3 オブジェクトのキーが含まれます。すべての
オブジェクトには、一意の識別子であるキーがあります。すべてのオブジェクトは、厳密に 1 個のキー
を持ちます。
• 置換data-bucket-version-idとバージョン ID を使用して、データを含む Amazon S3 オブジェクト
の特定のバージョンを識別します。このパラメータはオプションです。
• 置換##.csv ファイルで指定された列名を使用します。
• 置換####一括インポートジョブを識別する一意の名前が付いています。
• 置換job-role-arn許可する IAM ロールAWS IoT SiteWiseAmazon S3 データを読み取るため。

Note
次の例に示すようなアクセス許可をロールが持っていることを確認してください。置換######
#で、データを含む Amazon S3 バケットの名前と#######は、このバルクインポートジョブに
関連するエラーの送信先となる Amazon S3 バケットの名前です。
{

{

}

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::data-bucket",
"arn:aws:s3:::data-bucket/*",
],
"Effect": "Allow"
},

]

}

"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::error-bucket",
"arn:aws:s3:::error-bucket/*"
],
"Effect": "Allow"

"errorReportLocation": {
"bucket": "error-bucket",
"prefix": "error-bucket-prefix"
},
"files": [
{
"bucket": "data-bucket",
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"key": "data-bucket-key",
"versionId": "data-bucket-version-id"

}

}
],
"jobConfiguration": {
"fileFormat": {
"csv": {
"columnNames": [ "column-name" ]
}
}
},
"jobName": "job-name",
"jobRoleArn": "job-role-arn"

Example レスポンス
{

}

"jobId":"f8c031d0-01d1-4b94-90b1-afe8bb93b7e5",
"jobStatus":"PENDING",
"jobName":"myBulkImportJob"

一括インポートジョブについて説明してください
(AWS CLI)
You can use the DescribeBulkImportJob一括インポートジョブに関する情報を取得する API オペレーショ
ン。次の例では AWS CLI を使用しています。
置換###で、取得するバルクインポートジョブのIDを入力します。
aws iotsitewise describe-bulk-import-job --job-id job-ID

Example レスポンス
{

"files":[
{
"bucket":"test-bucket",
"key":"100Tags12Hours.csv"
},
{
"bucket":"test-bucket",
"key":"BulkImportData1MB.csv"
},
{
"bucket":"test-bucket",
"key":"UnmodeledBulkImportData1MB.csv"
}
],
"errorReportLocation":{
"prefix":"errors/",
"bucket":"test-error-bucket"
},
"jobConfiguration":{
"fileFormat":{
"csv":{
"columnNames":[
"ALIAS",
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}

}

]

"DATA_TYPE",
"TIMESTAMP_SECONDS",
"TIMESTAMP_NANO_OFFSET",
"QUALITY",
"VALUE"

}
},
"jobCreationDate":1645745176.498,
"jobStatus":"COMPLETED",
"jobName":"myBulkImportJob",
"jobLastUpdateDate":1645745279.968,
"jobRoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/DemoRole",
"jobId":"f8c031d0-01d1-4b94-90b1-afe8bb93b7e5"

一括インポートジョブを一覧表示 (AWS CLI)
You can use the ListBulkImportJobsすべての一括インポートジョブのページ分割されたリストを取得する
APIオペレーション。次の例では AWS CLI を使用しています。
aws iotsitewise list-bulk-import-jobs --filter COMPLETED

Example レスポンス
{

}

"jobSummaries":[
{
"id":"bdbbfa52-d775-4952-b816-13ba1c7cb9da",
"name":"myBulkImportJob",
"status":"COMPLETED"
},
{
"id":"15ffc641-dbd8-40c6-9983-5cb3b0bc3e6b",
"name":"myBulkImportJob2",
"status":"RUNNING"
}
]
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AWS IoT SiteWise ゲートウェイの使
用
ゲートウェイは、サーバーと AWS IoT SiteWise の間の仲介として機能します。ゲートウェイは、構内で
のデータ収集と処理をサポートする AWS IoT Greengrass V2 上で動作します。AWS OpsHub を使って、
ゲートウェイの管理、現場のオペレーションをモニタリングすることができます。
アクセスすることもできます SiteWise ゲートウェイデバイスのポータルを監視します。詳細については、
「エッジでのポータルの有効化 (p. 304)」を参照してください。

Note
AWS IoT Greengrass V1 上で動作するゲートウェイは、2021 年 7 月 29 日以前に本機能の利用
を開始した場合のみ利用可能です。そうでない場合は、[set up gateways running on AWS IoT
Greengrass V2] (p. 88) (動作するゲートウェイを設定します)。

セットアップAWS IoT SiteWiseエッジゲートウェ
イ (Greengrass V2)
AWS IoT SiteWiseゲートウェイの稼働AWS IoT Greengrass V2構内でのデータ収集と処理をサポートする
Greengrass コンポーネントとして。で実行されるゲートウェイを設定するにはAWS IoT Greengrass V2、
でゲートウェイを作成する必要がありますAWSゲートウェイソフトウェアをクラウド化し、ゲートウェイ
ソフトウェアを実行して、ゲートウェイ装置をセットアップします。
トピック
• 要件 (p. 88)
• ゲートウェイの作成 (p. 90)
• ローカルデバイスへのゲートウェイソフトウェアのインストール。 (p. 98)
• パックをアップグレードする (p. 100)
• データソース認証の設定 (p. 101)

要件
ゲートウェイソフトウェアをインストールして実行するには、ゲートウェイデバイスが次の要件を満たし
ている必要があります。
• [AWS IoT Greengrass V2 Core software v2.3.0] (Core ソフトウェア v2.3.0) をサポートします。詳細に
ついては、[AWS IoT Greengrass Version 2 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Requirements]
(必要条件) を参照してください。
• 対応プラットフォームは次のいずれかです。
• OS: Ubuntu 20.04 または 18.04
Architecture: x86_64 (AMD64)
• OS: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8
Architecture: x86_64 (AMD64)
• OS: Amazon Linux 2
Architecture: x86_64 (AMD64)
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• OS: Windows Server 2016 以降
Architecture: x86_64 (AMD64)

Note
ゲートウェイソフトウェアは ARM プラットフォームではサポートされていません。
• ゲートウェイソフトウェアに最低 1GB の RAM が割り当てられていること。
• ゲートウェイソフトウェア用に最低 10GB のディスクスペースがあること。
• AWS IoT SiteWise を使用してエッジでデータ処理を行う場合、ゲートウェイ機器は次の要件を満たす必
要があります。
• x86 64 bit クアッドコアプロセッサ搭載。
• 16 GB 以上の RAM があること。
• RAM ウィンドウ用に少なくとも 32 GB を搭載しています。
• 256 GB 以上の空きディスク容量があること。
• ワークロードに十分なディスク、ネットワーク、およびコンピューティング性能を備えたゲートウェイ
を選択してください。
断続的なインターネット接続のためにデータをキャッシュするために必要なディスク容量は、次の要因
によって異なります。
• アップロードされたデータストリームの数
• 1 秒あたりのデータストリームごとのデータポイント
• 各データポイントのサイズ
• 通信速度
• 予想されるネットワークのダウンタイム
データのポーリングとアップロードに必要なコンピューティング性能は、次の要因によって異なりま
す。
• アップロードされたデータストリームの数
• 1 秒あたりのデータストリームごとのデータポイント
• ゲートウェイデバイスを設定して、次のポートにアクセスできるようにします。
• ゲートウェイ装置は、ポート 443 のインバウンドトラフィックを許可する必要があります。
• ゲートウェイ装置は、ポート 443 と 8883 のアウトバウンドトラフィックを許可する必要がありま
す。

• 次のポートは、によって予約されていますAWS IoT
SiteWise80、8085、8085、5001、8082、8082、8082、8082、8082、8082、8082、8082、8082、8082、8082、8
トラフィック用の予約ポートを使用すると、接続が切断されることがあります。
AWS IoT SiteWise ゲートウェイを使用するには、次のアクセス許可が必要です。
• アカウント内の AWS IoT Greengrass および AWS IoT Core のリソースに対して、AWS IoT SiteWise が
必要なアクションを完了できるようにする AWSServiceRoleForIoTSiteWise ロールを使用します。
詳細については、「AWS IoT SiteWise のサービスにリンクされたロールの許可 (p. 379)」を参照して
ください。
• ゲートウェイの IAM ロールは、AWS IoT Greengrass V2 デバイス上で AWS IoT SiteWise ゲートウェイ
を使用して、アセットモデルデータとアセットデータを処理することを許可する必要があります。
このロールを担うことで、次のサービスを利用することができます:
credentials.iot.amazonaws.com。
許可の詳細
ロールには、次のアクセス許可も必要です。
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• ecr — プリンシパルがAmazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) から Sitewise エッジゲート
ウェイの Docker コンテナをダウンロードできるようにします。
• iotsitewise - プリンシパルがエッジでアセットモデルデータとアセットデータを取得できるように
する。
• iot - AWS IoT Greengrass V2 デバイスと AWS IoT との相互作用を可能にします。
• logs— あなたのAWS IoT Greengrass V2Amazon にログを送信するデバイス CloudWatch ログ。
• s3 - AWS IoT Greengrass V2 デバイスが Amazon S3 からカスタムコンポーネントのアーティファク
トをダウンロードできるようにします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:GetAuthorizationToken"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
"iotsitewise:List*",
"iotsitewise:Describe*",
"iotsitewise:Get*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeCertificate",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"iot:Connect",
"iot:Publish",
"iot:Subscribe",
"iot:Receive",
"iot:DescribeEndpoint"
],
"Resource": "*"
}
]

ゲートウェイの作成
AWS IoT SiteWise コンソールを使用してゲートウェイを作成できます。このトピックでは、次のステップ
を説明します。
トピック
• ステップ 1: ゲートウェイの設定 (p. 91)
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• ステップ 2: エッジ機能の設定 (p. 91)
• ステップ 3: パブリッシャーの設定-オプション (p. 92)
• ステップ 4: データソースを追加-オプション (p. 94)
• ステップ 5: インストーラの確認と生成 (p. 97)

ステップ 1: ゲートウェイの設定
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで、[ Gateways] を選択します。

3.

[Create gateway (ゲートウェイの作成) ] を選択します。

4.

ゲートウェイの名前を入力するか、AWS IoT SiteWise によって生成された名前を使用します。

5.

[Greengrass core device] (Greengrass コアデバイス) の場合、次のいずれかを選択します。
• [Default setup] (デフォルト設定) - AWS デフォルト設定を自動的に使用して Greengrass コアデバイ
スを作成します。AWS IoT Greengrass V2。
1. Greengrass のコアデバイスの名前を入力するか、AWS IoT SiteWise が生成した名前を使用しま
す。
• [Advanced setup] (詳細設定) - 既存の Greengrass コアデバイスを使用するか、手動で作成する場合
は、このオプションを選択します。
1. Greengrass コアデバイスを選択するか、[Create Greengrass core device] (Greengrass コアデ
バイスの作成) を選択して、AWS IoT Greengrass V2 コンソールで作成します。詳細について
は、[AWS IoT Greengrass Version 2 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Setting up AWS
IoT Greengrass V2 core devices] (コアデバイスの設定) を参照してください。

6.

[Next (次へ) ] を選択します。

ステップ 2: エッジ機能の設定
AWS IoT SiteWise は、お客様のゲートウェイがお客様のデータの収集および処理方法を決定するために使
用できる次のパックを提供します。ゲートウェイのエッジ機能を有効にするには、パックを選択します。
• [Data collection pack] (データ収集パック) は、ゲートウェイが複数の OPC-UA サーバーからデータを収
集し、エッジから AWS クラウドにデータをエクスポートすることを可能にします。デフォルトでは、
このパックはゲートウェイで自動的に有効になっています。このパックを無効にすることはできませ
ん。
• [Data processing pack] (データ処理パック) はお客様のゲートウェイがエッジでデータを処理することを
可能にします。例えば、アセットモデルを使用して、メトリクスや変換をコンピューティングすること
ができます。アセットモデルとアセットについては、産業用アセットのモデリング (p. 160) をご参照
ください。

Note
• AWS IoT SiteWise では、お客様のゲートウェイのエッジデータを最大 30 日間保持します。
データの保持は、お使いのデバイスと使用可能なディスク容量に依存します。
• データ処理パックは、ゲートウェイがAWSCloud。
1.

(オプション) [Edge capabilities] (エッジ機能) ペインで、[Data processing pack] (データ処理パック)
を選択します。

2.

(オプション) [Edge LDAP connection] (エッジ LDAP接続) ペペインでは、企業ディレクトリ内の
ユーザーグループにこのゲートウェイへのアクセス権を付与することができます。ユーザーグルー
プは、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) の認証情報を使用してゲートウェイにアク
セスすることができます。その後、彼らはを使用することができますAWS OpsHubにとってAWS
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IoT SiteWiseアプリケーション、AWS IoT SiteWiseAPI オペレーション、またはゲートウェイを管
理するためのその他のツール。詳細については、次を参照してください。ゲートウェイを管理す
る。 (p. 154)

Note
また、Linuxの認証情報を使用してゲートウェイにアクセスすることもできます。詳細につ
いては、「Linux オペレーティングシステムの認証情報を使ってゲートウェイにアクセスす
る。 (p. 156)」を参照してください。
a.

[Enable] (有効化) を選択します。

b.

[Provider name] (プロバイダー名) には、LDAP プロバイダーの名前を入力します。

c.

[Hostname or IP address] (ホスト名または IP アドレス) には、ゲートウェイ装置のホスト名また
は IP アドレスを入力します。

d.

[Port] (ポート) には、ポート番号を入力します。

e.

[Base distinguished name (DN) ] (ベース識エイリアス (DN)) には、ベースの識エイリアス (DN)
を入力します。
次の属性タイプがサポートされています:commonName (CN)、localityName (L)、
stateOrProvince名前 (ST)、組織名 (O)、 organizationalUnitName (OU)、ストリート
(OU)、443、8084 (DC)、801、444、8084 (UID)。

3.

f.

[Admin group DN] (Admin グループの DN) には、DN を入力します。

g.

[User group DN] (ユーザーグループ DN) には、DN を入力します。

[Next (次へ) ] を選択します。

ステップ 3: パブリッシャーの設定-オプション
クラウドに送信されるデータとその送信順序を制御するようにパブリッシャーを設定できます。-AWS IoT
SiteWiseパブリッシャーはAWS IoT Greengrassゲートウェイデバイス上で動作するコンポーネント。詳細
については、次を参照してください。IoT SiteWise公開()AWS IoT Greengrass Version 2デベロッパーガイ
ド。
パブリッシャを設定するには、AWS IoT SiteWiseコンソールまたは API
Console

パブリッシャーを設定するには
1.

にとってパブリッシング順序で、次のいずれかを選択します。
• 最も古いデータを最初に公開— ゲートウェイは、デフォルトでは最も古いデータを最初にクラ
ウドに公開します。
• 最新のデータを最初に公開— ゲートウェイは、最新のデータをクラウドに最初に公開します。

2.

(オプション) を選択します期限切れのデータを除外。

3.

にとってカットオフ期間で、数字を入力して単位を選択します。カットオフ期間は 5 分から 7 日
間の間でなければなりません。たとえば、期限が 3 日間の場合、3 日より前のデータはクラウド
に公開されません。

4.

(オプション) を選択しますローカルストレージの設定。

5.

にとって保持期間で、数字を入力して単位を選択します。保存期間は 1 分から 30 日の間で、
ローテーション期間以上でなければなりません。たとえば、保持期間が 14 日間の場合、ゲート
ウェイは 14 日間保存された後、指定されたカットオフ期間よりも前のエッジにあるデータをす
べて削除します。

6.

にとってローテーション期間で、数字を入力して単位を選択します。ローテーション期間は、1
分以上、保持期間以下である必要があります。たとえば、ローテーション期間が 2 日間の場
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7.
8.

合、ゲートウェイはカットオフ期間より前のデータをまとめて 1 つのファイルに保存します。ま
た、ゲートウェイは 2 日に 1 回、次のローカルディレクトリにデータのバッチを転送します。/
greengrass/v2/work/aws.iot.SiteWiseEdgePublisher/exports。
にとってストレージキャパシティに、1 以上の数値を入力します。ストレージ容量が 2 GB の場
合、2 GB を超えるデータがローカルに保存されると、ゲートウェイはデータの削除を開始しま
す。
[Next (次へ)] を選択します。

API
を使用することもできますUpdateGatewayCapabilityConfigurationパブリッシャーを設定するための
API。capabilityNamespace パラメータを iotsitewise:publisher:2 に設定します。
パブリッシャーには、カスタマイズできる次の設定パラメータが用意されています。
publishingOrder
データがクラウドに公開される順序。このパラメーターの値は次のいずれかになります。
• TIME_ORDER(最も古いデータを最初に公開) — デフォルトでは、最も古いデータが最初にクラ
ウドに公開されます。
• RECENT_DATA(最新のデータを最初に公開)-最新のデータがクラウドに最初に公開されます。
dropPolicy
(オプション) どのデータをクラウドに公開するかを制御するポリシー。
cutoffAge
締切期間より前のデータはクラウドに公開されません。締め切り期間は 5 分から 7 日の間で
なければなりません。
以下を使用できます。m,h、およびd締め切り年齢を指定する場合。注意:mは分を表し、h時間
を表し、dは日を表します。
exportPolicy
（オプション）エッジのデータストレージを管理するポリシー。このポリシーは、期限より
前のデータに適用されます。
retentionPeriod
ゲートウェイは、指定された保持期間保存された後、カットオフ期間より前のエッジに
あるデータをローカルストレージから削除します。保存期間は 1 分から 30 日の間で、
ローテーション期間以上でなければなりません。
以下を使用できます。m,h、およびd保持期間を指定する場合 注意:mは分を表し、h時間
を表し、dは日を表します。
rotationPeriod
カットオフ期間より前のデータをバッチアップして 1 つのファイルに保存す
る時間間隔。ゲートウェイは、各ローテーション期間の終わりに、1 バッチの
データを次のローカルディレクトリに転送します。/greengrass/v2/work/
aws.iot.SiteWiseEdgePublisher/exports。 ローテーション期間は、1 分以上、
保持期間以下である必要があります。
以下を使用できます。m,h、およびdローテーション期間を指定する場合 注意:mは分を表
し、h時間を表し、dは日を表します。
exportSizeLimitGB
ローカルに保存できるデータの最大許容サイズ (GB) です。このクォータを超えると、
ゲートウェイは、ローカルに保存されているデータのサイズがクォータ以下になるま
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で、最も古いデータの削除を開始します。このパラメーターの値は、1 以上にする必要
があります。

Example パブリッシャーの設定
{

"publishingOrder": "TIME_ORDER",
"dropPolicy": {
"cutoffAge": "7d",
"exportPolicy": {
"retentionPeriod": "7d",
"rotationPeriod": "6h",
"exportLocation": "/greengrass/v2/work/aws.iot.SiteWiseEdgePublisher/
exports",
"exportSizeLimitGB": 10
}
}
}

ステップ 4: データソースを追加-オプション
データソースは、ゲートウェイに接続されたローカルサーバーや産業機器です。ゲートウェイが OPC-UA
サーバーから AWS IoT SiteWise にデータを取り込むことができるように、データソースを追加すること
ができます。

デモデータソースを追加する
デモデータのソースを追加できます。デモデータソースを追加することを選択した場合、AWS IoT
SiteWise自動的にデータソースが作成され、ゲートウェイがデモデータソースを定期的にポーリングしま
す。このデータは Wind Speed プロパティのデータストリームとしてクラウドにアップロードされます。

デモデータソースを追加するには
1.

選択してくださいデモソースを追加する。

2.

[Next] (次へ) を選択します。

Note
オプションで OPC-UA データソースデモのプロパティを編集できます。

デモデータソースのオプションを編集するには
1.

以下を更新するには、編集。
a.

ソースの名前を入力します。

b.

AWS IoT SiteWise自動的にを更新しますData Streams、ローカルエンドポイントデモデータソー
スの、選択用のノード ID。

c.

[Destinations] (デスティネーション) では、ソースデータのデスティネーションを選択します。
• AWS IoT SiteWise - AWS IoT SiteWise にデータを送信する。エッジでデータを処理する場合
は、このオプションを選択します。
• AWS IoT Greengrassストリームマネージャ‐使用AWS IoT Greengrass次の宛先にデータを送
信するストリームマネージャAWSクラウドの宛先:内のチャネルAWS IoT Analytics、Amazon
Kinesis Data Streams のストリーム、[] のアセットプロパティAWS IoT SiteWise、または
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Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のオブジェクト。詳細については、[AWS IoT
Greengrass Version 2 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Manage data streams on the
AWS IoT Greengrass Core] (Core のデータストリームを管理) を参照してください。
AWS IoT Greengrass ストリームの名前を入力します。
2.

[Advanced configuration] (詳細設定) ペインで、次の操作を行います。
a.

ソースサーバーとゲートウェイ間の接続と転送中のデータに対する[Message security mode]
(メッセージセキュリティモード) を選択します。OPC-UA セキュリティポリシーとメッセージセ
キュリティモードの組み合わせのフィールドです。OPC-UA サーバーに指定したセキュリティ
ポリシーとメッセージセキュリティポリシーとメッセージセキュリティポリシーとメッセージセ
キュリティポリシーとメッセージセキュリティポリシーとメッセージセキュリティポリシー

b.

ソースが認証を必要とする場合、[Authentication configuration] (認証設定) リストから AWS
Secrets Manager シークレットを選択します。ゲートウェイは、このデータソースに接続すると
きに、このシークレット内の認証情報を使用します。シークレットをアタッチする必要がありま
すAWS IoT Greengrassそれらをデータソース認証に使用するためのコンポーネント。詳細につい
ては、「the section called “データソース認証の設定” (p. 101)」を参照してください。

Tip
データサーバーに、というオプションがある場合があります匿名のログインを許可す
る。このオプションが言うならはいそうすれば、ソースは認証を必要としません。
c.

[] (プロパティグループ) の場合は、[Add new group] (新しいグループを追加する) を選択します。

d.

の入力[Name] (名前)プロパティグループ用。

e.

[Properties] (プロパティ) の場合。
1. (オプション) [Node paths] (ノードパス) の場合、OPC-UA ノードフィルタを追加して、AWS
IoT SiteWise にアップロードする OPC-UA パスを制限します。ノードフィルターは、AWS
IoT SiteWise でモデル化するデータへのパスのみを含めることで、ゲートウェイの起動時間と
CPU 使用率を減らすために使用できます。デフォルトでは、ゲートウェイは /Server/ で始
まるパスを除くすべての OPC-UA パスをアップロードします。OPC-UA ノードフィルターを
定義するには、ノードパス、* および ** のワイルドカード文字を使用できます。詳細につい
ては、「OPC-UA ノードフィルターの使用 (p. 139)」を参照してください。

f.

[Group settings] (グループ設定) については、次のようにします。
1. の起動AWS IoT SiteWiseOPC-UA コレクター 2.1.x:
a. (オプション) 用DataQuality、必要なデータ品質のタイプを選択するAWS IoT SiteWiseイン
ジェストするコレクター。
b. (オプション) 用サブスクリプションで、次の標準サブスクリプションプロパティを設定しま
す。
• DataChangeTrigger‐データ変更アラートを開始する条件を定義できます。
• QueueSize‐監視対象アイテムの通知がキューに入れられる特定のメトリクスの OPC‐UA
サーバー上のキューの深さ。
• PublishingIntervalMilliseconds‐サブスクリプションの作成時に指定されたパブリッシング
サイクルの間隔 (ミリ秒単位)。
• SnapshotFrequencyMilliseconds‐スナップショットの頻度とタイムアウトを設定できま
す。AWS IoT SiteWiseEdgeは安定したデータストリームを取り込みます。
2. [Scan mode] (スキャンモード) では、AWS IoT SiteWise がデータを収集するために使用する
モードを選択します。スキャンモードの詳細については、 the section called “OPC-UA による
データ取り込み範囲のフィルタリング。” (p. 138) を参照してください。
3. にとってスキャンレートで、ゲートウェイにレジスタを読み込ませるレートを更新しま
す。AWS IoT SiteWiseゲートウェイの最小許容スキャンレートを自動的に計算します。
4. AWS IoT SiteWise自動的に設定するデッドバンド設定デモ用データソース用。これは、ソー
スが AWS IoT SiteWise に送信するデータと、破棄するデータを制御します。デッドバン
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ド設定の詳細は、the section called “OPC-UA によるデータ取り込み範囲のフィルタリン
グ。” (p. 138) を参照してください。
g.
3.

[Add] (追加) を選択します。

[Next (次へ) ] を選択します。

OPC-UA データソースを追加
OPC-UA データソースを追加できます。

Note
AWS IoT Greengrass V2 上で動作するゲートウェイは、現在、Modbus TCP と イーサネット IP
ソースをサポートしていません。

OPC-UA ソースを追加するには。
1.

[Add data source] (データソースを追加する) を選択する。

2.

ソースの名前を入力します。

3.

データソースサーバーの [Local endpoint (ローカルエンドポイント) ] を入力します。エンド
ポイントには、IP アドレスまたはホスト名を指定することができます。また、ローカルエン
ドポイントにポート番号を追加することもできます。たとえば、ローカルエンドポイントは
opc.tcp://203.0.113.0:49320 のようになります。

4.

(オプション) [Node ID for selection] (選択のためのノード ID) について、ノードフィルターを追加し
て、AWS クラウドに取り込まれるデータストリームを制限します。デフォルトでは、ゲートウェイ
はすべてのデータストリームを取り込むためにサーバーのルートノードを使用します。ノードフィル
ターを定義するには、ノード ID と * および ** ワイルドカード文字を使用します。

5.

[Destinations] (デスティネーション) では、ソースデータのデスティネーションを選択します。
• AWS IoT SiteWise - AWS IoT SiteWise にデータを送信する。エッジでデータを処理する場合は、こ
のオプションを選択します。
• AWS IoT Greengrassストリームマネージャ‐使用AWS IoT Greengrass次の宛先にデータを送信
するストリームマネージャAWSクラウドの宛先:のチャネルAWS IoT Analytics、Amazon Kinesis
Data Streams のストリーム、[] のアセットプロパティAWS IoT SiteWise、または Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) のオブジェクト。詳細については、[AWS IoT Greengrass Version 2
Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Manage data streams on the AWS IoT Greengrass Core]
(Core のデータストリームを管理) を参照してください。
AWS IoT Greengrass ストリームの名前を入力します。

6.

[Advanced configuration] (詳細設定) ペインで、次の操作を行います。
a.

(オプション) [Data stream prefix] (データストリームのプレフィックス) を入力します。ゲート
ウェイはこのプレフィックスを、このソースからのすべてのデータストリームに追加します。
データストリームのプレフィックスを使用して、異なるソースから同じ名前を持つデータスト
リームを区別します。各データストリームは、アカウント内で一意の名前を持つ必要がありま
す。

b.

ソースサーバーとゲートウェイ間の接続と転送中のデータに対する[Message security mode]
(メッセージセキュリティモード) を選択します。OPC-UA セキュリティポリシーとメッセージセ
キュリティモードの組み合わせのフィールドです。OPC-UA サーバーに指定したセキュリティ
ポリシーとメッセージセキュリティポリシーとメッセージセキュリティポリシーとメッセージセ
キュリティポリシーとメッセージセキュリティポリシーとメッセージセキュリティポリシー

c.

ソースが認証を必要とする場合、[Authentication configuration] (認証設定) リストから AWS
Secrets Manager シークレットを選択します。ゲートウェイは、このデータソースに接続すると
きに、このシークレット内の認証情報を使用します。シークレットをアタッチする必要がありま
すAWS IoT Greengrassそれらをデータソース認証に使用するためのコンポーネント。詳細につい
ては、「the section called “データソース認証の設定” (p. 101)」を参照してください。
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Tip
データサーバーに、[Allow anonymous login (匿名ログインを許可) ] というオプション
がある場合があります。このオプションが [はい] の場合、ソースは認証を必要としませ
ん。
d.
e.

[] (プロパティグループ) の場合は、[Add new group] (新しいグループを追加する) を選択します。
の入力[Name] (名前)プロパティグループ用。

f.

[Properties] (プロパティ) の場合。
1. (オプション) [Node paths] (ノードパス) の場合、OPC-UA ノードフィルタを追加して、AWS
IoT SiteWise にアップロードする OPC-UA パスを制限します。ノードフィルターは、AWS
IoT SiteWise でモデル化するデータへのパスのみを含めることで、ゲートウェイの起動時間と
CPU 使用率を減らすために使用できます。デフォルトでは、ゲートウェイは /Server/ で始
まるパスを除くすべての OPC-UA パスをアップロードします。OPC-UA ノードフィルターを
定義するには、ノードパス、* および ** のワイルドカード文字を使用できます。詳細につい
ては、「OPC-UA ノードフィルターの使用 (p. 139)」を参照してください。

g.

[Group settings] (グループ設定) については、次のようにします。
1. の起動AWS IoT SiteWiseOPC-UA コレクター 2.1.x:
a. (オプション) 用DataQuality、必要なデータ品質のタイプを選択するAWS IoT SiteWiseイン
ジェストするコレクター。
b. (オプション) 用サブスクリプションで、次の標準サブスクリプションプロパティを設定しま
す。
• DataChangeTrigger‐データ変更アラートを開始する条件を定義できます。
• QueueSize‐監視対象アイテムの通知がキューに入れられる特定のメトリクスの OPC‐UA
サーバー上のキューの深さ。
• PublishingIntervalMilliseconds‐サブスクリプションの作成時に指定されたパブリッシング
サイクルの間隔 (ミリ秒単位)。
• SnapshotFrequencyMilliseconds ‐スナップショットの頻度とタイムアウトを設定できま
す。AWS IoT SiteWiseEdgeは安定したデータストリームを取り込みます。
2. [Scan mode] (スキャンモード) では、AWS IoT SiteWise がデータを収集するために使用する
モードを選択します。スキャンモードの詳細については、 the section called “OPC-UA による
データ取り込み範囲のフィルタリング。” (p. 138) を参照してください。
3. にとってスキャンレートで、ゲートウェイにレジスタを読み込ませるレートを更新しま
す。AWS IoT SiteWiseゲートウェイの最小許容スキャンレートを自動的に計算します。
4. （オプション）の設定デッドバンド設定はソースのためです。これは、ソースが AWS IoT
SiteWise に送信するデータと、破棄するデータを制御します。デッドバンド設定の詳細
は、the section called “OPC-UA によるデータ取り込み範囲のフィルタリング。” (p. 138) を
参照してください。

7.

h. [Add] (追加) を選択します。
[Next (次へ) ] を選択します。

ステップ 5: インストーラの確認と生成
このステップでは、ゲートウェイの構成を確認し、次のことを行います。
1.

次のいずれかの OS を選択します。
• Amazon Linux
• Red Hat
• Ubuntu
• Windows Server
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2.

[Generate] (生成) を選択します。

3.

ダイアログボックスで、[Acknowledge] (承認) を選択します。

AWS IoT SiteWise では、ゲートウェイ装置の設定に使用するインストーラーを自動的に生成します。イ
ンストーラーファイルは、必ず安全な場所に保存してください。このファイルは後で使用します。

ローカルデバイスへのゲートウェイソフトウェアのイ
ンストール。
このセクションでは、デバイスにゲートウェイソフトウェアを、ローカルデバイスのゲートウェイデバイ
スにインストールする方法を説明します。

Important
ゲートウェイデバイスがインターネットに接続されていることを確認する。

Linux へのゲートウェイソフトウェアのインストール。
このセクションでは、デバイスにゲートウェイソフトウェアをインストールする方法を説明します。

ステップ 1: インストーラーをゲートウェイ機器にコピーします。
次のステップでは、SSH を使用してゲートウェイデバイスに接続します。インストーラーファイル
は、USB メモリーなどを使ってゲートウェイ機器に転送することができます。

SSH を使用してゲートウェイ機器に接続する。
SSHクライアントを使用してゲートウェイデバイスに接続する方法を説明します。

前提条件
デバイスに接続する前に、次の前提条件を満たしてください。
• デバイスに接続するための IP アドレスとユーザー名を取得します。
• 必要に応じてローカルコンピューターに SSH クライアントをインストールする
ローカルコンピューターには、デフォルトで SSH クライアントがインストールされている場合がありま
す。と入力することで確認できますsshコマンドラインから。ご使用のコンピュータでこのコマンドが認
識されない場合、SSH クライアントをインストールできます。
• 最近バージョンの Windows サーバー 2019 と Windows 10 - OpenSSH がインストール可能なコン
ポーネントとして含まれています。詳細については、「Windows での OpenSSH」を参照してくださ
い。
• 以前のバージョンの Windows - OpenSSH をダウンロードしてインストールします。詳細について
は、「Win32-OpenSSH」を参照してください。
• Linux および MacOS-OpenSSH をダウンロードしてインストールします。詳細については、https://
www.openssh.com を参照してください。
1.

接続するには、コンピュータのターミナルウィンドウで次のコマンドを実行します。

Note
user-name と IP は、お客様のユーザー名とIPアドレスに置き換えてください。
ssh username@IP
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2.

AWS IoT SiteWise が生成したインストーラーファイルをゲートウェイ機器に転送するには、次のコマ
ンドを実行します。

Note
• 置換path-to-saved-installerインストーラーファイルを保存したコンピュータ上の
パスとインストーラーファイルの名前を入力します。
• IP-address は、ゲートウェイ装置のIPアドレスに置き換えてください。
• 置換directory-to-receive-installerインストーラーファイルの受信に使用する
ゲートウェイ装置上のパスと共に。

scp path-to-saved-installer.sh user-name@IP-address:directory-to-receive-installer

ステップ 2: ゲートウェイソフトウェアのインストールをする
次のステップでは、ゲートウェイデバイスのターミナルウィンドウでコマンドを実行します。
1.

インストーラーファイルに実行アクセス許可を与える。
chmod +x path-to-installer.sh

2.

インストーラーを実行します。
sudo ./path-to-installer.sh

Windows Server へのゲートウェイソフトウェアのインストール。
このセクションでは、Windows Server 2016 以降でデバイスにゲートウェイソフトウェアをインストール
する方法を説明します。
ゲートウェイソフトウェアをインストールするためには、以下の前提条件を満たす必要があります。
• Windows Server 2016 以降
• 管理者権限
• PowerShell バージョン 5.1 以降
• ゲートウェイインストーラが Windows Server にダウンロードされ、そこでプロビジョニングされま
す。

ステップ 1: 実行 PowerShell 管理者として
管理者権限でログインして実行する PowerShell。
1. インストールする Windows サーバー上AWS IoT SiteWiseEdge ゲートウェイ、[管理者] としてログイン
します。
2. と入力しますPowerShellWindows の検索バーに
3. 検索結果で、Windows のコンテキスト (右クリック) メニューを開きます PowerShell アプリ。[管理者
として実行] を選択します。

ステップ 2: ゲートウェイソフトウェアのインストールをする
ゲートウェイデバイスのターミナルウィンドウで次のコマンドを実行します。
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1. ゲートウェイインストーラのブロックを解除します。
unblock-file path-to-installer.ps1

2. インストーラーを実行します。
path-to-installer.ps1

Note
システムでスクリプト実行が無効になっている場合は、スクリプト実行ポリシーを次のように
変更します。RemoteSigned。
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

パックをアップグレードする
Important
データ処理パックのバージョンを 2.0.x 以前の (および 2.1.x を含む) からバージョン 2.1.x にアッ
プグレードすると、ローカルに保存されている測定値のデータが失われます。
ゲートウェイは、お客様のデータを収集し処理する方法を決定するために、さまざまなパックを使用しま
す。以下を使用できます。AWS IoT SiteWiseコンソールでパックをアップグレードできます。

パックをアップグレードするには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで、[ Gateways] を選択します。

3.

の中にゲートウェイリストから、アップグレードしたいパックが入っているゲートウェイを選択しま
す。

4.

ゲートウェイの概要ページで、更新。

Note
アップグレードできるのは、有効になっているパックだけです。このゲートウェイで有効に
なっているパックのリストを検索するには、概要、そして見てくださいエッジ機能セクショ
ン。
5.

の中にパックの更新セクションで、次のいずれかの操作を行います。
• にとってOPC-UA コレクタ、選択してくださいバージョン 2.0.3、[]、[] を選択しますデプロイ。
• にとって公開、選択してくださいバージョン 2.0.2、[]、[] を選択しますデプロイ。
• にとってデータ処理パック、選択してくださいバージョン 2.0.14、[]、[] を選択しますデプロイ。

Note
各パックの最新バージョンを使用することをお勧めします。
6.

デプロイを確認するには、デプロイ。の中にデプロイのコラムゲートウェイリスト、わかる
よComple。デプロイステータスの更新が表示されない場合は、ページをリフレッシュします。

Note
• 一度に 1 つのパックのみをデプロイします。複数のパックを同時にデプロイした場合、最
後に選択したパックのみがデプロイされます。
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パックのアップグレードで問題が発生した場合は、にパックをデプロイできませんAWS IoT SiteWiseエッ
ジゲートウェイ (p. 417)。

データソース認証の設定
OPC-UA サーバーが接続に認証情報を必要とする場合は、AWS Secrets Managerシークレットを作成して
ゲートウェイデバイスにデプロイします。AWS Secrets Managerは、デバイス上のシークレットを暗号化
して、ユーザー名とパスワードを使用する必要があるまで安全に保ちます。詳細については、次を参照し
てください。シークレットマネージャー()AWS IoT Greengrass Version 2デベロッパーガイド。

ステップ 1: ソース認証シークレットの作成
以下を使用できます。AWS Secrets Managerデータソースの認証シークレットを作成します。秘密の中
で、定義してくださいusernameそしてpasswordデータソースの認証詳細を含むキーと値のペア。

シークレットを作成するには (コンソール)
1.

AWS Secrets Manager コンソールに移動します。

2.

[Store a new secret] (新しいシークレットの保存) を選択します。

3.

[]シークレットタイプ、選択してくださいその他のタイプのシークレット。

4.

[]キー/値ペアで、最初の入力ボックスにユーザー名を入力し、2 番目の入力ボックスにパスワードを
入力します。

5.

にとってEncryption keyの選択DefaultEncryptionKey、[]、[] を選択します次。

6.

上に新しいシークレットの保存ページに a と入力してくださいシークレット名。

7.

(オプション) a を入力します。説明この秘密を突き止めてから選ぶのにも役立つ次。

8.

(オプション)新しいシークレットを保存するページ、オンにする自動回転。詳細については、次を参
照してください。シークレットのローテーション()AWS Secrets Managerユーザーガイド。

9.

ローテーションスケジュールを指定してください。

10. このシークレットを更新できる Lambda 関数を選択し、次。
11. シークレットの設定を確認し、ストア。
ゲートウェイデバイスとの通信を許可するにはAWS Secrets Manager、ゲートウェイの IAM ロール
はsecretsmanager:GetSecretValueアクション。

Example ポリシー
置換secret-arn前のステップで作成したシークレットの Amazon リソースネーム (ARN) を使用しま
す。シークレットの ARN を取得する方法の詳細については、シークレットの ARN を取得する方法の詳
細については、「」を参照してください。シークレットを取得するAWS Secrets Manager()AWS Secrets
Managerユーザーガイド。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Action":[
"secretsmanager:GetSecretValue"
],
"Effect":"Allow",
"Resource":[
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}

]

}

]

"secret-arn"

ステップ 2: ゲートウェイ機器にシークレットをデプロイする
以下を使用できます。AWS IoT SiteWiseシークレットをゲートウェイにデプロイするためのコンソール。

シークレットをデプロイするには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで、[ Gateways] を選択します。

3.

開始元ゲートウェイリストから、ターゲットゲートウェイを選択します。

4.

の中にゲートウェイの設定セクションで、Greengrass コアデバイスリンクをクリックして開くAWS
IoT Greengrassゲートウェイに関連付けられたコア

5.

ナビゲーションペインで [] を選択しますデプロイ。

6.

ターゲットのデプロイを選択してから、リビジョン。

7.

[Specify target] (ターゲットの指定) ページで [Next] (次へ) を選択します。

8.

上にコンポーネントを選択するページ、パブリックコンポーネントセクション、オフにする選択した
コンポーネントのみを表示。

9.

検索して選択してくださいaws.greengrass。SecretManagerコンポーネントを選択し、次。

10. 開始元選択したコンポーネントリストから、選択してくださいaws.greengrass。SecretManagerコン
ポーネントを選択し、コンポーネントを設定する。
11. の中にマージする設定フィールドに、次の JSON オブジェクトを追加します。

Note
置換secret-arn前のステップで作成したシークレットの ARN を使用します。シークレッ
トの ARN を取得する方法の詳細については、シークレットの ARN を取得する方法の詳細に
ついては、「」を参照してください。シークレットを取得するAWS Secrets Manager()AWS
Secrets Managerユーザーガイド。
{

}

"cloudSecrets":[
{
"arn":"secret-arn"
}
]

12. [Confirm] (確認) を選択します。
13. [Next] (次へ) を選択します。
14. 上にアドバンスト設定を設定するページ、選択次。
15. デプロイ設定を確認し、[]デプロイ。

ステップ 3: 認証設定の追加
以下を使用できます。AWS IoT SiteWiseコンソールを使用してゲートウェイに認証設定を追加します。

認証設定を追加する (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。
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2.

開始元ゲートウェイリストから、ターゲットゲートウェイを選択します。

3.

開始元データソースリストから、ターゲットのデータソースを選択してから編集。

4.

上にデータソースを追加するページ、選択高度な設定。

5.

にとって認証設定で、前のステップでデプロイしたシークレットを選択します。

6.

[Save] (保存) を選択します。

セットアップAWS IoT SiteWiseゲートウェイ
(Greengrass V1)
Note
AWS IoT Greengrass V1 上で動作するゲートウェイは、2021 年 7 月 29 日以前に本機能の利用
を開始した場合のみ利用可能です。そうでない場合は、[set up gateways running on AWS IoT
Greengrass V2] (p. 88) (動作するゲートウェイを設定します)。
サーバーからデータをアップロードする AWS IoT SiteWise ゲートウェイを使用して、AWS IoT SiteWise
に産業用データを送信することができます。ゲートウェイは、AWS IoT SiteWise とお客様のデータサー
バーを仲介する役割を果たします。AWS IoT SiteWise は AWS IoT Greengrass コネクタを提供してお
り、AWS IoT Greengrass が動作するプラットフォームであれば、ゲートウェイを設置することが可能で
す。AWS IoT SiteWise は OPC-UA、Modbus TCP、[Ethernet/IP] (イーサネット/IP) サーバプロトコルとの
連携をサポートしています。
トピック
• ゲートウェイを使用したデータの取り込み (p. 103)
• エッジデータ処理を有効にする。 (p. 150)

ゲートウェイを使用したデータの取り込み
AWS IoT SiteWise ゲートウェイは、データサーバーに接続し、産業用データストリームを AWS クラウド
に配信します。AWS IoT SiteWise はOPC-UA、Modbus TCP、[Ethernet/IP] (イーサネット/IP) データサー
バーのプロトコルをサポートしています。AWS IoT SiteWise が提供する AWS IoT Greengrass コネクター
は、AWS IoT Greengrass が動作するデバイスやプラットフォームであれば、どのようなものでも導入可
能です。

Note
このドキュメントでは、AWS IoT SiteWise コネクタの最新バージョンであるバージョン 10 を
設定する方法について説明します。詳細およびコネクタのバージョン変更履歴は、[AWS IoT
Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[AWS IoT SiteWise connector]
(コネクタ) を参照してください。

パックを使用する。
ゲートウェイは、お客様のデータを収集し処理する方法を決定するために、さまざまなパックを使用しま
す。
現在、次のパックが利用できます。
• [Data collection pack] (データ収集パック) — 産業用データを収集し、AWS クラウドの宛先にルーティン
グするために使用します。デフォルトでは、このパックはゲートウェイに対して自動的に有効になって
います。
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• [Data processing pack] (データ処理パック) - エッジで構成されたアセットモデルやアセットとのゲート
ウェイ通信を可能にするために使用します。エッジ設定を使用すると、オンサイトでコンピューティン
グ、処理するアセットデータを制御できます。その後、AWS IoT SiteWise や他の AWS サービスにデー
タを送信することができます。データ処理パックの詳細については、the section called “エッジデータ処
理を有効にする。” (p. 150) を参照してください。

Note
ゲートウェイでデータ処理パックを使用するには、データ収集パックの v9 が必要です。
ゲートウェイの問題を特定して解決する方法の詳細については、「AWS IoT SiteWise ゲートウェイのトラ
ブルシューティング (p. 416)」を参照してください。
トピック
• ゲートウェイプラットフォームの選択 (p. 104)
• ゲートウェイの設定 (p. 105)
• データソースの設定 (p. 120)

ゲートウェイプラットフォームの選択
産業オペレーションに最適な AWS IoT SiteWise ゲートウェイプラットフォームを選択します。ゲート
ウェイは、AWS IoT Greengrass を実行できる任意のプラットフォーム上で設定できます。すべてのゲー
トウェイデバイスは、次の要件を満たしている必要があります。
• AWS IoT Greengrass Core ソフトウェア v1.10.2 以降をサポートします。詳細については、[AWS IoT
Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Supported platforms and requirements]
(対応プラットフォームと要件) を参照してください。
• 1 GB 以上の RAM があること。

Note
AWS IoT SiteWise を使ってエッジでデータを処理することを計画している場合、お使いのデバ
イスはより多くの要件を満たす必要があります。詳細については、「the section called “エッジ
データ処理を有効にする。” (p. 150)」を参照してください。
• 10 GB 以上の空きディスク容量があること。
• Java 8 仮想マシン (JVM) をサポートしていること。
ワークロードに十分なディスク、ネットワーク、およびコンピューティング性能を備えたゲートウェイを
選択してください。
断続的なインターネット接続のためにデータをキャッシュするために必要なディスク容量は、次の要因に
よって異なります。
• アップロードされたデータストリームの数
• 1 秒あたりのデータストリームごとのデータポイント
• 各データポイントのサイズ
• 通信速度
• 予想されるネットワークのダウンタイム
データのポーリングとアップロードに必要なコンピューティング性能は、次の要因によって異なります。
• アップロードされたデータストリームの数
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• 1 秒あたりのデータストリームごとのデータポイント

ゲートウェイの設定
ゲートウェイは、サーバーと AWS IoT SiteWise の間の仲介として機能します。AWS IoT SiteWise ゲー
トウェイソフトウェアは、AWS IoT Greengrass を実行可能な任意のプラットフォームにデプロイできま
す。詳細については、「ゲートウェイプラットフォームの選択 (p. 104)」を参照してください。
ゲートウェイのデータ処理パックを使用することで、AWS IoT SiteWise がエッジデバイス上でローカルに
データ処理を行えるようにすることができます。AWS IoT SiteWise にゲートウェイを追加する際に行いま
す。エッジでのデータ処理については、the section called “エッジデータ処理を有効にする。” (p. 150) を
参照してください。
Amazon EC2 で実行されるゲートウェイを設定するには、AWS CloudFormation テンプレートから必要な
依存関係を作成します。詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloudのゲートウェイの依存関係を
設定する。 (p. 119)」を参照してください。

Note
ローカルネットワークおよび企業ネットワークへの IT 管理アクセス権を持つユーザーと一緒に
次のステップを実行することをお勧めします。これらのステップでは、サーバーの知識があり、
ファイアウォールの設定を行うアクセス許可を持つユーザーが必要となる場合があります。
トピック
• ゲートウェイ環境のセットアップ (p. 105)
• IAMポリシーとロールを作成する。 (p. 107)
• AWS IoT Greengrass グループの設定 (p. 113)
• AWS IoT SiteWise コネクタの設定 (p. 115)
• ゲートウェイの AWS IoT SiteWise への追加 (p. 117)
• Amazon Elastic Compute Cloudのゲートウェイの依存関係を設定する。 (p. 119)

ゲートウェイ環境のセットアップ
この手順では、AWS IoT Greengrass をインストールして、AWS IoT SiteWise とともに使用するゲート
ウェイを設定します。

Note
このセクションでは、apt コマンドを使用してパッケージをインストールする手順を説明しま
す。これは、Ubuntu などを実行しているシステムに適用されます。同様のシステムを使用して
いない場合は、使用しているディストリビューションのドキュメントを参照し、推奨されるパッ
ケージインストーラを使用してください。

ゲートウェイをセットアップするには
1.

必要に応じて、ゲートウェイの BIOS 設定を次のように変更します。
a.

停電後にゲートウェイが自動的に再起動することを確認します (該当する場合)。

b.

ゲートウェイが休止状態またはスリープ状態にならないことを確認します (該当する場合)。

2.

ゲートウェイがインターネットに接続されていることを確認します。

3.

(オプション) マウス、キーボード、およびモニターなしでゲートウェイを使用するには、次のステッ
プを実行して、ゲートウェイで ssh をセットアップします。
a.

SSH パッケージをまだインストールしていない場合は、次のコマンドを実行します。
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sudo apt install ssh

b.

以下のコマンドを実行します。
service ssh status

c.

SSH サーバーが実行されていることを確認するには、出力で Active: active (running) を
検索します。

d.

Q を押して終了します。

SSH を使用して別のコンピュータからゲートウェイに接続するには、次のコマンドを実行しま
す。username はユーザーログインに置き換え、IP はゲートウェイの IP アドレスに置き換えます。
ssh username@IP

-p port-number 引数を使用して、デフォルトのポート 22 以外のポートに接続できます。
4.

AWS IoT Greengrass Core ソフトウェア v1.10.2 以降をダウンロードしてインストールし、ゲー
トウェイの AWS IoT Greengrass グループを作成します。これを行うには、[AWS IoT Greengrass
Developer Guide] (デベロッパーガイド) の [Getting started with AWS IoT Greengrass] (始めるにあ
たって) の指示に従ってください。
すぐに開始するには、AWS IoT Greengrass デバイスセットアップスクリプトを実行することをお勧
めします。AWS IoT Greengrass 要件とプロセスをより詳しく確認する場合は、モジュール 1 とモ
ジュール 2 の手順に従って AWS IoT Greengrass をセットアップできます。

Important
AWS IoT SiteWise がサポートされている[AWS Regions] (p. 10) (リージョン) を見直
す。AWS IoT Greengrass でリージョンを選択するときは、リージョンが AWS IoT SiteWise
もサポートしていることを確認します。そうしないと、ゲートウェイを AWS IoT SiteWise
に接続できません。
次のステップに進む前に、ゲートウェイに AWS IoT Greengrass Core ソフトウェアをインストールし
ておく必要があります。
5.

次のコマンドを実行して Java 8 をインストールします。
sudo apt update
sudo apt install openjdk-8-jre

このガイドの後半でインストールする AWS IoT SiteWise ゲートウェイソフトウェアは、Java 8 ラン
タイムを使用します。
6.

Java が正常にインストールされたことを確認するには、次のコマンドを実行します。
java -version

7.

AWS IoT Greengrass Core ソフトウェアでは、java8 ディレクトリが想定されます。次のコマンドを
実行して、Java インストールをその java8 ディレクトリにリンクします。
sudo ln -s /usr/bin/java /usr/bin/java8

8.

次のコマンドを実行して、/var/sitewise データディレクトリを作成し、そのディレクトリに
ggc_user アクセス許可を付与します。AWS IoT SiteWise はこのディレクトリにデータを保存しま
す。ggc_user は、この手順の前の手順で AWS IoT Greengrass をセットアップしたときに作成しま
した。
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sudo mkdir /var/sitewise
sudo chown ggc_user /var/sitewise
sudo chmod 700 /var/sitewise

/var/sitewise は、AWS IoT SiteWise が使用するデフォルトのディレクトリです。ディレクトリパ
スをカスタマイズできますが (たとえば、/var/sitewise を /var/custom/path/ に置き換えるな
ど) 、そのためには、AWS IoT SiteWise ゲートウェイの作成後に追加のステップが必要になります。
詳細については、AWS IoT SiteWise コネクタの設定 (p. 115) のステップ 6 を参照してください。
9.

必要に応じて、以下のエンドポイントとポートをローカルネットワークの許可リストに追加するよう
に IT 管理者に依頼してください。
• ポート: 443、8443、および 8883

Important
すべてのネットワーク通信にポート 443 のみを使用するように AWS IoT Greengrass Core
を構成できます。詳細については、[AWS IoT Greengrass Developer Guide] (デベロッパー
ガイド) の[Connect on port 443 or through a network proxy] (ポート443またはネットワーク
プロキシ経由での接続) を参照してください。
• ゲートウェイの IP アドレス (ポート 443)。IP アドレスを取得するには、ip address または
ifconfig コマンドを実行し、inet 値 (203.0.113.0 など) を書き留めます。
• AWS IoT SiteWise データエンドポイント: data.iotsitewise.region.amazonaws.com (ポー
ト 443)。
• ゲートウェイが使用する次の AWS エンドポイント。これらは /greengrass-root/config/
config.json ファイルにあります。greengrass-root を AWS IoT Greengrass インストールの
ルートに置き換えます。
• ggHost: greengrass-ats.iot.region.amazonaws.com (ポート 443、8443、および
8883)。
• iotHost: prefix-ats.iot.region.amazonaws.com (ポート 443、8443、および 8883)。
詳細については、「AWS IoT Greengrass エンドポイントとクォータ」を参照してください。
10. AWS IoT Greengrass Core ソフトウェアがまだ実行されていない場合は、次のコマンドを実行して
AWS IoT Greengrass Core ソフトウェアを起動します。greengrass-root を AWS IoT Greengrass
インストールのルートに置き換えます。デフォルトの greengrass-root は /greengrass です。
cd /greengrass-root/ggc/core
sudo ./greengrassd start

次のメッセージが表示されます。Greengrass successfully started with PID: some-PIDnumber
11. ゲートウェイがオンになったときに AWS IoT Greengrass Core ソフトウェアが自動的に起動するよう
に設定します。ゲートウェイのオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

IAMポリシーとロールを作成する。
ゲートウェイがユーザーに代わって AWS IoT SiteWise にアクセスできるようにするには、AWS Identity
and Access Management (IAM) ポリシーとロールを作成する必要があります。

IAM ポリシーとロールを作成するには。
1.

[IAM console] (IAM コンソール) に入ります。

2.

ナビゲーションペインで、[Policies] (ポリシー) を選択し、次に [Create policy] (ポリシーの作成) を選
択します。
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3.

[JSON] タブで、ポリシーフィールドの現在の内容を削除し、以下のポリシーをフィールドに貼り付け
ます。
{

}

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

Note
セキュリティを向上させるために、 AWS IoT SiteWise プロパティで Condition アセット
階層パスを指定できます。次の例は、アセット階層パスを指定する信頼ポリシーです。
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iotsitewise:assetHierarchyPath": [
"/root node asset ID",
"/root node asset ID/*"
]
}
}
}
]

[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
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5.

ポリシーの名前と説明を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。

6.

ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択してから、[Create role] (ロールを作成する) を選択し
ます。

7.

[Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティの種類を選択) の下で、[AWS service] (サービ
ス) を選択します。[]ロールを使用するサービスを選択、選択してくださいGreengrassロールを使用す
るサービスとして、[]次へ: アクセス許可.
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8.

作成したポリシーを検索し、チェックボックスをオンにして、次へ: タグ
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9.

(オプション) ロールにタグを追加し、次へ: 確認.

10. ロールの名前と説明を入力し、[Create role (ロールの作成) ] を選択します。
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11. 緑色のバナーで、新しいロールへのリンクを選択します。検索フィールドを使用してロールを検索す
ることもできます。

12. [Trust relationships] タブを選択し、続いて [Edit trust relationship] を選択します。
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13. ポリシーフィールドの現在の内容を次のように置き換え、[Update Trust Policy (信頼ポリシーの更新) ]
を選択します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "greengrass.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

AWS IoT Greengrass グループの設定
グループに IAM ロールをアタッチし、ストリームマネージャーを有効にするには
1.

AWS IoT Greengrass コンソールに移動します。

2.

左のナビゲーションペインの、[Greengrass] で、[グループ] を選択し、ゲートウェイ環境のセット
アップ (p. 105) で作成したグループを選択します。
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3.

左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。[グループのロール] セクションで、[
ロールの追加] を選択します。

4.

IAMポリシーとロールを作成する。 (p. 107) で作成したロールを選択し、[Save (保存) ] を選択しま
す。

5.

[設定] ページの [Stream manager (ストリームマネージャー) ] セクションで [編集] を選択します。
ストリームマネージャーは、AWS IoT Greengrass Core が AWS クラウドにデータをストリーミング
できるようにする AWS IoT Greengrass の機能です。AWS IoT SiteWise ゲートウェイでは、ストリー
ムマネージャーが有効になっている必要があります。詳細については、[AWS IoT Greengrass Version
1 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の [Manage data streams on the AWS IoT Greengrass Core]
(Core上のデータストリームを管理する) を参照してください。
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6.

[Enabled (有効化) ] を選択し、[保存] を選択します。

7.

左上隅で、[Services (サービス) ] を選択して次のステップの準備をします。

AWS IoT SiteWise コネクタの設定
このステップでは、Greengrass グループの AWS IoT SiteWise コネクタを設定します。コネクタは、一
般的なエッジシナリオの開発ライフサイクルの加速化に役立つあらかじめ構築されたモジュールです。
詳細については、[AWS IoT Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[AWS IoT
Greengrass connectors] (コネクター) を参照してください。

AWS IoT SiteWise コネクタを設定するには
1.

AWS IoT Greengrass コンソールに移動します。

2.

左のナビゲーションペインの、[Greengrass] で、[グループ] を選択し、ゲートウェイ環境のセット
アップ (p. 105) で作成したグループを選択します。

3.

左側のナビゲーションページで、[Connectors (コネクタ) ] を選択します。[Connectors (コネクタ) ]
ページで、[Add a connector (コネクタの追加) ] を選択します。

115

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
ゲートウェイの使用

4.

選択してくださいIoT SiteWiseリストから選択する次。

5.

サーバーが認証を必要とする場合、サーバーのユーザー名とパスワードで AWS Secrets Manager
シークレットを作成することができます。そして、それぞれの秘密を Greengrass グループに添付
し、[List of ARNs for username/password secrets] (ユーザーネーム/パスワードの秘密の ARN リスト)
で選択することができます。シークレットを作成および設定する方法の詳細については、「ソース認
証の設定 (p. 133)」を参照してください。後でコネクタにシークレットを追加することもできます。
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6.

/var/sitewise とは異なるパスでゲートウェイを設定した場合は、[Local storage path (ローカルス
トレージパス) ] にそのパスを入力します。

7.

(オプション) コネクタの最大ディスクバッファサイズを入力します。AWS IoT Greengrass Core が
AWS クラウドへの接続を失った場合、コネクタは正常に接続できるまでデータをキャッシュします。
キャッシュサイズが最大ディスクバッファサイズを超えると、コネクタはキューから最も古いデータ
を破棄します。

8.

[Add] (追加) を選択します。

9.

ページの右上隅の [Actions (アクション) ] メニューで、[Deploy (デプロイ) ] を選択します。

10. [Automatic detection (自動検出) ] を選択して、デプロイを開始します。
デプロイが失敗した場合は、再度[デプロイ] を選択します。デプロイが失敗し続ける場合は、「AWS
IoT Greengrass デプロイのトラブルシューティング」を参照してください。

ゲートウェイの AWS IoT SiteWise への追加
このステップでは、ゲートウェイの Greengrass グループを AWS IoT SiteWise に追加します。ゲートウェ
イを AWS IoT SiteWise に登録すると、サービスはデータソース設定をゲートウェイにデプロイできま
す。

ゲートウェイを AWS IoT SiteWise に追加するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

[Add gateway (ゲートウェイの追加) ] を選択します。

3.

上にAdd SiteWise ゲートウェイページで、以下を実行します。
a.

ゲートウェイの名前を入力します。簡単に識別できるように、名前にゲートウェイの場所を含め
ることを検討してください。

b.

[Greengrass group ID] (Greengrassグループ ID) は、先ほど作成したGreengrassグループを選択
します。
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Example

c.

(オプション) [Edge capabilities] (Edge機能) については、[Data processing pack] ( データ処理
パック) を選択します。これにより、ゲートウェイと、エッジに設定されたあらゆるアセットモ
デルやアセットとの間の通信が可能になります。詳細については、「the section called “エッジ
データ処理を有効にする。” (p. 150)」を参照してください。

Important
ゲートウェイにデータ処理パックを追加した場合、AWS IoT Greengrass グループに
Sitewise Edge コネクタを設定し、デプロイする必要があります。次のステップに進んで
ください。
d.
4.

[Add gateway (ゲートウェイの追加) ] を選択します。

ゲートウェイにデータ処理パックを追加した場合、AWS IoT SiteWise データ処理コネクタを AWS
IoT Greengrass グループに設定し、配備してください。the section called “AWS IoT SiteWise コネ
クタの設定” (p. 115) のステップで、AWS IoT SiteWise データプロセッサーコネクターを設定しま
す。
a.

AWS IoT Greengrass コンソールの[Select a connector] (コネクタを選択) で、[AWS IoT SiteWise
Data Processor] (データプロセッサー) を選択します。

b.

[Local storage path] (ローカルストレージ) のパスには、ゲートウェイへのパスを入力します。

c.

[Add] (追加) を選択します。

d.

右上の[Actions] (アクション) メニューから[Deploy] (デプロイ) を選択し、[Automatic detection]
(自動検出) を選択してデプロイを開始します。

ゲートウェイがデプロイされたら、ゲートウェイでデータを取り込む元となる各サーバーにソースを追加
できます。詳細については、「データソースの設定 (p. 120)」を参照してください。
Amazon を表示できます CloudWatch ゲートウェイがに接続されていることを確認するためのメトリック
スAWS IoT SiteWise。詳細については、「ゲートウェイメトリクス (p. 409)」を参照してください。
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Amazon Elastic Compute Cloudのゲートウェイの依存関係を設定する。
Amazon EC2 で実行されるゲートウェイを設定できます。ゲートウェイは AWS クラウドで実行され、産
業用データソースから AWS IoT SiteWise にデータを取り込みます。詳細については、[Amazon EC2 User
Guide for Linux Instances] (Linux インスタンスのための Amazon EC2 ユーザーガイド) の[What is Amazon
EC2?] (Amazon EC2とは) を参照してください。
AWS IoT SiteWise には、Amazon EC2 インスタンスでのゲートウェイ依存関係を簡単に作成するために
使用できる AWS CloudFormation テンプレートが用意されています。テンプレートからスタックを作成す
ると、AWS CloudFormation がゲートウェイの実行に必要な AWS リソースを作成します。次に、Amazon
EC2 インスタンスで実行されている AWS IoT Greengrass Core を使用するゲートウェイを作成できま
す。
AWS CloudFormation テンプレートによって以下のリソースが作成されます。
• AWS IoT Greengrass Core ソフトウェアがインストールされた Amazon EC2 インスタンス。
• AnAWS IoT Greengrassの情報レベルのロギングを行う CloudWatch ログとローカルファイルシステム
• Amazon Virtual Private Cloud
• AWS Identity and Access Management (IAM) ロール

Important
この AWS CloudFormation テンプレートで作成および使用するリソースに対して課金されます。
これらの料金には、AWS IoT Greengrass デバイスと Amazon EC2 のコンピューティング性能と
データ転送が含まれます。

前提条件
このスタックテンプレートから Amazon EC2 でゲートウェイの依存関係を作成するには、次が必要となり
ます。
• AWS アカウント内で AWS IoT SiteWise サービスリンクされたロール。このロールは、 AWS IoT
SiteWise コンソールを使用すると自動的に作成されます。詳細については、「AWS IoT SiteWise の
サービスにリンクされたロールの使用 (p. 379)」を参照してください。
• このスタックを作成するリージョンの AWS アカウントにアタッチされた AWS IoT Greengrass サービ
スロール。詳細については、[AWS IoT Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の
[AWS IoT Greengrass service role] (サービスロール) を参照してください。

AWS CloudFormation スタックの作成
AWS CloudFormation でスタックを作成して、AWS IoT Greengrass ゲートウェイ依存関係を持つ
Amazon EC2 インスタンスを作成できます。

Amazon EC2 でゲートウェイ依存関係を作成するには。
1.

AWS CloudFormation テンプレートを開き、AWS Management Console にサインインします。

2.

[スタックの作成] ページで、ページの下部にある [次へ] を選択します。

3.

上にスタックの詳細を指定するページに a と入力してくださいGroupNameのためのAWS IoT
Greengrassこのテンプレートがゲートウェイ用に作成するグループ。

4.

(オプション) テンプレートのその他のパラメータを変更します。
• InstanceType – Amazon EC2 インスタンス型。詳細については、[Amazon EC2 User Guide for
Linux Instances] (Linux インスタンスのための Amazon EC2 ユーザーガイド) の[Instance types] (イ
ンスタンス型) を参照してください。
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• SecurityAccessCIDR – Virtual Private Cloud (VPC) の CIDR ブロック。詳細については、「Amazon
VPC ユーザーガイド」の「VPC とサブネット」を参照してください。
5.

[Next (次へ) ] を選択します。

6.

[スタックオプションの設定] ページで、[Next (次へ) ] を選択します。

7.

ページの下部で、AWS CloudFormation がアクセス機能を必要とすることを確認するチェックボック
スを選択します。

8.

[Create stack] を選択します。
スタックの作成には約 5 分かかります。スタックの作成に失敗した場合、アカウントに十分なアクセ
ス許可がないか、前提条件の IAM ロールがない可能性があります。スタックを削除して再試行するに
は、次の手順に従います。
a.

右上隅の [削除] を選択します。
スタックの削除には数分かかります。

9.

b.

スタックの削除に失敗した場合は、[削除] をもう一度選択します。

c.

スタックの削除に再び失敗した場合は、AWS CloudFormation コンソールに表示される手順に
従って削除に失敗したリソースをスキップし、もう一度試してください。

スタックが正常に作成されたら、Amazon EC2 インスタンスにデプロイする AWS IoT Greengrass グ
ループを持つゲートウェイを作成できます。詳細については、「ゲートウェイの AWS IoT SiteWise
への追加 (p. 117)」を参照してください。

Important
スタックを作成すると、AWS アカウントに新しいリソースが表示されます。これらのリソースを
削除または変更すると、ゲートウェイが正常に動作しなくなることがあります。ゲートウェイの
AWS IoT Greengrass グループの設定を変更しない限り、これらのリソースは変更しないことが
推奨されます。

データソースの設定
ゲートウェイを設定したら、ゲートウェイがローカルサーバーから AWS IoT SiteWise にデータを取り込
むことができるように、データソースを設定できます。各ソースは、ゲートウェイが接続して産業データ
ストリームを取得する、OPC-UA サーバーなどのローカルサーバーを表します。ゲートウェイの設定に関
する詳細については、「ゲートウェイの設定 (p. 105)」を参照してください。

Note
AWS IoT SiteWise は、ソースを追加または編集するたびにゲートウェイを再起動します。ゲート
ウェイは再起動中、データを取り込みません。ゲートウェイを再起動する時間は、ゲートウェイ
ソースのタグの数によって異なります。再起動には、数秒 (タグが少数しかないゲートウェイ) か
ら数分 (タグが多数あるゲートウェイ) かかります。
ソースを作成したら、データストリームをアセットプロパティに関連付けることができます。アセットの
作成および使用方法の詳細については、産業用アセットのモデリング (p. 160) と アセットプロパティへ
の産業データストリームのマッピング (p. 224) を参照してください。
以下を表示できます。 CloudWatch データソースがに接続されていることを確認するためのメトリック
AWS IoT SiteWise。詳細については、「ゲートウェイメトリクス (p. 409)」を参照してください。
現在、AWS IoT SiteWise では次のデータソースプロトコルをサポートしています。
• OPC-UA— A machine-to-machine (M2M) 産業オートメーション用の通信プロトコル。
• [Modbus TCP] - プログラマブルロジックコントローラ (PLC) とのインターフェースに使用されるデータ
通信プロトコル。
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• [Ethernet/IP (EIP) ] (イーサネット/IP (EIP)) - 制御用通信プロトコル (CIP/Common Industrial Protocol) を
標準イーサネットに適応させた産業用ネットワークプロトコルです。

Note
AWS IoT Greengrass V2 上で動作するゲートウェイは、現在、Modbus TCP と イーサネット IP
ソースをサポートしていません。
トピック
• OPC-UA ソースを設定する。 (p. 121)
• Modbus TCP ソースを設定する。 (p. 140)
• イーサネット/IP (EIP) ソースを設定する。 (p. 143)
• ソースサーバーのデータの保存先を選択する。 (p. 148)
• コネクタのアップグレード (p. 149)

OPC-UA ソースを設定する。
AWS IoT SiteWise コンソールまたはゲートウェイ機能を使用して、ローカルの OPC-UA サーバーを表す
OPC-UA ソースをゲートウェイに定義、追加することが可能です。
トピック
• OPC-UA ソースの設定する (コンソール)。 (p. 121)
• OPC-UA ソースの設定 (CLI)。 (p. 123)
• ゲートウェイを信頼するようにソースサーバーを有効にする (p. 131)
• ソース認証の設定 (p. 133)
• OPC-UA でデータ取り込み範囲をフィルタリングする。 (p. 138)
• OPC-UA ノードフィルターの使用 (p. 139)

OPC-UA ソースの設定する (コンソール)。
AWS IoT SiteWise コンソールを使って OPC-UA ソースを設定するには。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで、[ Gateways] を選択します。

3.

ソースを作成する対象のゲートウェイで、[Manage] (管理) を選択し、[View details] (詳細の表示) を選
択します。

4.

右上隅の [New source (新しいソース) ] を選択します。

5.

[Protocol options] (プロトコルオプション) は、[OPC-UA]を選択します。

6.

[OPC-UA source configuration] (OPC-UAソースの設定) の場合、ソースの[Name] (名前) を入力しま
す。
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7.

[IP address or hostname] (IP アドレスまたはホスト名) には、データソースサーバーのローカルエン
ドポイントを入力します。たとえば、ローカルエンドポイントは opc.tcp://203.0.113.0:49320
のようになります。

8.

(オプション) [Data stream prefix] (データストリームのプレフィックス) を入力します。ゲートウェイ
はこのプレフィックスを、このソースからのすべてのデータストリームに追加します。データスト
リームのプレフィックスを使用して、異なるソースから同じ名前を持つデータストリームを区別しま
す。各データストリームは、アカウント内で一意の名前を持つ必要があります。

9.

ソースサーバーとゲートウェイ間の接続と転送中のデータに対する[Message security mode] (メッ
セージセキュリティモード) を選択します。OPC-UA セキュリティポリシーとメッセージセキュリ
ティモードの組み合わせのフィールドです。OPC-UA サーバーに指定したセキュリティポリシーと
メッセージセキュリティモードと同じものを選択する必要があります。
次のオプションからセキュリティポリシーを選択します。
• [None] (無し) – ゲートウェイは OPC-UA ソースへの接続をセキュリティ保護しません。別のセキュ
リティポリシーを選択することをお勧めします。
• Basic256Sha256 — Basic256Sha256セキュリティポリシー。
• AES128_Sha256_RsaOaep— ザ・AES128_Sha256_RsaOaepセキュリティポリシー。
• AES256_Sha256_RsaPss— ザ・AES256_Sha256_RsaPssセキュリティポリシー。
• Basic128Rsa15 — (非推奨) Basic128Rsa15セキュリティポリシーは OPC-UA 仕様ではもはや安全
とはみなされないため、非推奨です。別のセキュリティポリシーを選択することをお勧めします。
詳しくは、Basic128Rsa15をご覧ください。
• Basic256— (廃止) Basic256セキュリティポリシーは OPC-UA 仕様ではもはや安全とはみなさ
れないため、非推奨です。別のセキュリティポリシーを選択することをお勧めします。詳しく
は、[Basic256]をご覧ください。
[None] (無し) オプションを除いて、各セキュリティポリシーはメッセージセキュリティモードについ
て2つのオプションを持つ。
• [Sign] (サイン) - ゲートウェイとソース間で転送中のデータは署名されていますが、暗号化されてい
ません。
• [Sign and encrypt] (署名と暗号化) - ゲートウェイとソース間で転送中のデータは署名され、暗号化
されます。

Important
[なし] 以外のメッセージセキュリティモードを選択した場合は、ソースサーバーがゲート
ウェイを信頼できるようにする必要があります。詳細については、「ゲートウェイを信頼す
るようにソースサーバーを有効にする (p. 131)」を参照してください。
10. ソースが認証を必要とする場合、[Authentication configuration] (認証設定) リストから AWS Secrets
Manager シークレットを選択します。ゲートウェイは、このソースに接続するときに、このシーク
レットの認証情報を使用します。シークレットをの IoT にアタッチする必要があります SiteWise ソー
ス認証に使用するためのコネクタ。詳細については、「ソース認証の設定 (p. 133)」を参照してくだ
さい。

Tip
データサーバーに、[Allow anonymous login (匿名ログインを許可) ] というオプションがある
場合があります。このオプションが [はい] の場合、ソースは認証を必要としません。
11. [Property groups] (プロパティグループ) の場合は、[Name] (名前) を入力します。
12. [Properties] (プロパティ) の場合。
a.

(オプション) [Node paths] (ノードパス) の場合、OPC-UA ノードフィルタを追加して、AWS
IoT SiteWise にアップロードする OPC-UA パスを制限します。ノードフィルターは、AWS IoT
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SiteWise でモデル化するデータへのパスのみを含めることで、ゲートウェイの起動時間と CPU
使用率を減らすために使用できます。デフォルトでは、ゲートウェイは /Server/ で始まるパス
を除くすべての OPC-UA パスをアップロードします。OPC-UA ノードフィルターを定義するに
は、ノードパス、* および ** のワイルドカード文字を使用できます。詳細については、「OPCUA ノードフィルターの使用 (p. 139)」を参照してください。
b.

[Scan mode] (スキャンモード) では、AWS IoT SiteWise がデータを収集するために使用するモー
ドを選択します。スキャンモードの詳細については、 the section called “OPC-UA によるデータ
取り込み範囲のフィルタリング。” (p. 138) を参照してください。

c.

[Scan rate] (スキャンレート) は、ゲートウェイに登録を読み込ませたい速度を更新してくださ
い。AWS IoT SiteWise はゲートウェイに許容される最小スキャンレートを自動的にコンピュー
ティングします。

d.

(オプション) ソースの[Deadband setting] (デッドバンド設定) を行います。これは、ソースが
AWS IoT SiteWise に送信するデータと、破棄するデータを制御します。デッドバンド設定の詳細
は、the section called “OPC-UA によるデータ取り込み範囲のフィルタリング。” (p. 138) を参
照してください。

13. (オプション) [Destination] (デスティネーション) では、ソースデータのデスティネーションを選択し
ます。デフォルトでは、ソースは AWS IoT SiteWise にデータを送信します。AWS IoT Greengrass ス
トリーミングを使用して、データをローカルの宛先または AWS クラウドにエクスポートすることが
できます。

Note
このソースからのデータを AWS IoT SiteWise とのエッジで処理する場合は、ソースのデス
ティネーションとして AWS IoT SiteWise を選択する必要があります。エッジでのデータ処
理については、the section called “エッジデータ処理を有効にする。” (p. 150) を参照してく
ださい。
データを別の送信先に送る場合。
a.

[Destination options] (デスティネーションオプション) で、[Other destinations] (その他のデスティ
ネーション) を選択します。

b.

[Greengrass stream name] (グリーングラスのストリーミング名) には、AWS IoT Greengrass ス
トリームの正確な名称を入力してください。

Note
すでに作成したストリーミングを使用することもできますし、新たに AWS IoT
Greengrass ストリーミングを作成してデータをエクスポートすることも可能です。既存
のストリームを使用する場合は、正確なストリーム名を入力しないと、新しいストリー
ムが作成されます。
AWS IoT Greengrass ストリームを使った作業の詳細については、[AWS IoT Greengrass
Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Manage data streams] (データスト
リームの管理) を参照してください。
14. [Add VOD source] (VOD ソースを追加) をクリックします。
AWS IoT SiteWise はゲートウェイ設定を AWS IoT Greengrass コアにデプロイします。デプロイを手
動でトリガーする必要はありません。

OPC-UA ソースの設定 (CLI)。
ゲートウェイ機能で OPC-UA データソースを定義できます。すべての OPC-UA ソースを 1 つの機能構成
で定義する必要があります。
AWS Command Line Interface によるソースの定義については、the section called “データソースの設定
(AWS CLI) ” (p. 147) を参照してください。
この機能には、次のバージョンがあります。
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バージョン

名前空間

1

iotsitewise:opcuacollector:1

OPC-UA ケーパビリティ設定パラメータ。
機能設定で OPC-UA ソースを定義する場合は、capabilityConfiguration JSON ドキュメントで次の
情報を指定する必要があります。
sources
OPC-UA ソース定義構造のリスト。それぞれに次の情報が含まれています。
name
ソースの一意のわかりやすい名前。
endpoint
次の情報を含むエンドポイント構造。
certificateTrust
次の情報を含む証明書信頼ポリシー構造。
type
ソースに対する証明書信頼モード。次のいずれかを選択します。
• TrustAny - ゲートウェイは、OPC-UA ソースに接続するときにすべての証明書を信
頼します。
• X509 - ゲートウェイは、OPC-UA ソースに接続するときに X.509 証明書を信頼しま
す。このオプションを選択する場合は、certificateTrust で certificateBody
を定義する必要があります 。certificateTrust で certificateChain を定義す
ることもできます。
certificateBody
(オプション) X.509 証明書の本文。
このフィールドは、certificateTrust で type に X509 を選択する場合に必須で
す。
certificateChain
(オプション) X.509 証明書の信頼チェーン。
このフィールドは、certificateTrust で type に X509 を選択した場合のみ使用さ
れます。
endpointUri
OPC-UA ソースのローカルエンドポイント。たとえば、ローカルエンドポイントは
opc.tcp://203.0.113.0:49320 のようになります。
securityPolicy
OPC-UA のソースから読み込むメッセージを保護するために使用するセキュリティポリシー
です。次のいずれかを選択します。
• NONE - ゲートウェイは、OPC-UA ソースからのメッセージをセキュリティ保護しません。
別のセキュリティポリシーを選択することをお勧めします。このオプションを選択する場
合は、messageSecurityMode に NONE を選択する必要もあります。
• BASIC256_SHA256 - Basic256Sha256のセキュリティポリシーです。
• AES128_SHA256_RSAOAEP - Aes128_Sha256_RsaOaepのセキュリティポリシーです。
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• AES256_SHA256_RSAPSS - Aes256_Sha256_RsaPssのセキュリティポリシーです。
• BASIC128_RSA15 - (非推奨) OPC-UA 仕様において、Basic128Rsa15 セキュリティポリ
シーは安全でないと判断されたため、非推奨とする。別のセキュリティポリシーを選択す
ることをお勧めします。詳しくは、[Basic128Rsa15]をご覧ください。
• BASIC256 - (非推奨) OPC-UA 仕様において、Basic256 セキュリティポリシーは安全で
ないと判断されたため、非推奨とする。別のセキュリティポリシーを選択することをお勧
めします。詳しくは、[Basic256]をご覧ください。

Important
NONE 以外のセキュリティポリシーを選択した場合、messageSecurityMode は
SIGN または SIGN_AND_ENCRYPT を選択する必要があります。また、ソースサー
バーがゲートウェイを信頼するように設定する必要があります。詳細については、
「ゲートウェイを信頼するようにソースサーバーを有効にする (p. 131)」を参照し
てください。
messageSecurityMode
OPC-UA ソースへの接続を保護するために使用するメッセージセキュリティモード。次のい
ずれかを選択します。
• NONE - ゲートウェイは OPC-UA ソースへの接続をセキュリティ保護しません。他のメッ
セージセキュリティモードを選択することをお勧めします。このオプションを選択する場
合は、securityPolicy に NONE を選択する必要もあります。
• SIGN - ゲートウェイと OPC-UA ソース間で転送中のデータは署名されていますが、暗号化
されていません。
• SIGN_AND_ENCRYPT - ゲートウェイと OPC-UA ソース間で転送中のデータは署名され、
暗号化されます。

Important
メッセージセキュリティモードを NONE 以外を選択した場合、securityPolicy は
NONE以外を選択する必要があります。また、ソースサーバーがゲートウェイを信頼
するように設定する必要があります。詳細については、「ゲートウェイを信頼する
ようにソースサーバーを有効にする (p. 131)」を参照してください。
identityProvider
次の情報を含む ID プロバイダ構造。
type
ソースで必要な認証資格情報のタイプ。次のいずれかを選択します。
• Anonymous - ソースは接続に認証を必要としません。
• Username - ソースに接続するには、ユーザー名とパスワードが必要です。このオプ
ションを選択する場合は、identityProvider で usernameSecretArn を定義する
必要があります 。
usernameSecretArn
(オプション) AWS Secrets Manager シークレットの ARN。ゲートウェイは、このソー
スに接続するときに、このシークレットの認証情報を使用します。シークレットをの IoT
にアタッチする必要があります SiteWise ソース認証に使用するためのコネクタ。詳細に
ついては、「ソース認証の設定 (p. 133)」を参照してください。
このフィールドは、identityProvider で type に Username を選択する場合に必須
です。
nodeFilterRules
AWS クラウドに送信する OPC-UA データストリームパスを定義するノードフィルタルール構造
のリスト。ノードフィルターは、AWS IoT SiteWise でモデル化するデータへのパスのみを含め
ることで、ゲートウェイの起動時間と CPU 使用率を減らすために使用できます。デフォルトで
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は、ゲートウェイは /Server/ で始まるパスを除くすべての OPC-UA パスをアップロードしま
す。OPC-UA ノードフィルターを定義するには、ノードパス、* および ** のワイルドカード文
字を使用できます。詳細については、「OPC-UA ノードフィルターの使用 (p. 139)」を参照し
てください。
リスト内の各構造には、次の情報が含まれている必要があります。
action
このノードフィルタルールのアクション。以下のオプションを選択できます。
• INCLUDE - ゲートウェイには、このルールに一致するデータストリームのみが含まれま
す。
definition
次の情報を含むノードフィルタルール構造。
type
このルールのノードフィルタパスのタイプ。以下のオプションを選択できます。
• OpcUaRootPath - ゲートウェイは、OPC-UA パス階層のルートに対してこのノード
フィルタパスを評価します。
rootPath
OPC-UA パス階層のルートに対して評価するノードフィルタパス。このパスは / から始
まる必要があります。
measurementDataStreamPrefix
ソースからのすべてのデータストリームの前に付加する文字列。ゲートウェイはこのプレフィッ
クスを、このソースからのすべてのデータストリームに追加します。データストリームのプレ
フィックスを使用して、異なるソースから同じ名前を持つデータストリームを区別します。各
データストリームは、アカウント内で一意の名前を持つ必要があります。
propertyGroups
(オプション) プロトコルが要求する deadband と scanMode を定義するプロパティグループのリ
ストです。
name
プロパティグループの名前です。これは一意な識別子である必要があります。
deadband
次の情報を含む deadband 構造体。
type
対応するデッドバンドの種類。有効な値は、ABSOLUTE および PERCENT です。
value
デッドバンドの値。type が ABSOLUTE のとき、この値は単位なしの 2 倍とななりま
す。type が PERCENT の場合、1 と 100 の間の 2 倍の値となります。
eguMin
(オプション) PERCENT デッドバンドを使用する場合の工学単位の最小値。OPC-UA
サーバに工学単位が設定されていない場合に設定します。
eguMax
(オプション) PERCENT デッドバンドを使用する場合の工学単位の最大値。OPC-UA サー
バに工学単位が設定されていない場合に設定します。
timeoutMilliseconds
タイムアウトまでの時間をミリ秒単位で指定する。最小値は 100 です。
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scanMode
次の情報を含む scanMode 構造体。
type
scanMode の対応型。有効な値は、POLL および EXCEPTION です。
rate
スキャンモードのサンプリング間隔。
nodeFilterRuleDefinitions
(オプション) プロパティグループに含めるノードパスのリスト。プロパティグループは
重複できません。このフィールドに値を指定しない場合、グループにはルートの下にあ
るすべてのパスが含まれるため、追加のプロパティグループを作成することはできませ
ん。nodeFilterRuleDefinitions 構造体には、以下の情報が含まれています。
type
OpcUaRootPathは、サポートされている唯一のタイプです。これにより、次の値
がrootPathは、OPC-UA ブラウジングスペースのルートからの相対です。
rootPath
プロパティグループに含めるパス (ルートを基準とする) を指定するカンマ区切りのリス
ト。

機能の設定例
次の例では、JSON ファイルに保存されているペイロードから OPC-UA ゲートウェイ機能設定を定義しま
す。
aws iotsitewise update-gateway-capability-configuration \
--capability-namespace "iotsitewise:opcuacollector:1" \
--capability-configuration file://opc-ua-configuration.json

Example : OPC-UA ソースの設定
次の opc-ua-configuration.json ファイルは、、基本的で安全な OPC-UA ソース設定を定義してい
ます。
{

"sources": [
{
"name": "Wind Farm #1",
"endpoint": {
"certificateTrust": {
"type": "TrustAny"
},
"endpointUri": "opc.tcp://203.0.113.0:49320",
"securityPolicy": "NONE",
"messageSecurityMode": "NONE",
"identityProvider": {
"type": "Anonymous"
},
"nodeFilterRules": []
},
"measurementDataStreamPrefix": ""
}
]
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}

Example : プロパティグループが定義されたOPC-UAソース構成。
次の opc-ua-configuration.json ファイルは、プロパティグループを定義した基本的な安全でない
OPC-UA のソース構成を定義している。
{

"sources": [
{
"name": "source1",
"endpoint": {
"certificateTrust": {
"type": "TrustAny"
},
"endpointUri": "opc.tcp://10.0.0.9:49320",
"securityPolicy": "NONE",
"messageSecurityMode": "NONE",
"identityProvider": {
"type": "Anonymous"
},
"nodeFilterRules": [
{
"action": "INCLUDE",
"definition": {
"type": "OpcUaRootPath",
"rootPath": "/Utilities/Tank"
}
}
]
},
"measurementDataStreamPrefix": "propertyGroups",
"propertyGroups": [
{

},
{

"name": "Deadband_Abs_5",
"nodeFilterRuleDefinitions": [
{
"type": "OpcUaRootPath",
"rootPath": "/Utilities/Tank/Temperature/TT-001"
},
{
"type": "OpcUaRootPath",
"rootPath": "/Utilities/Tank/Temperature/TT-002"
}
],
"deadband": {
"type":"ABSOLUTE",
"value": 5.0,
"timeoutMilliseconds": 120000
}
"name": "Polling_10s",
"nodeFilterRuleDefinitions": [
{
"type": "OpcUaRootPath",
"rootPath": "/Utilities/Tank/Pressure/PT-001"
}
],
"scanMode": {
"type": "POLL",
"rate": 10000
}
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},
{

}

]

}

]

}

"name": "Percent_Deadband_Timeout_90s",
"nodeFilterRuleDefinitions": [
{
"type": "OpcUaRootPath",
"rootPath": "/Utilities/Tank/Flow/FT-*"
}
],
"deadband": {
"type":"PERCENT",
"value": 5.0,
"eguMin": -100,
"eguMax": 100,
"timeoutMilliseconds": 90000
}

Example : OPC-UA プロパティ付きソース構成。
次の opc-ua-configuration.json の JSON 例は、次のプロパティを使用して OPC-UA ソース設定を
定義します。
• すべての証明書を信頼します。
• メッセージの保護に BASIC256 セキュリティポリシーを使用します。
• SIGN_AND_ENCRYPT モードを使用して接続をセキュリティ保護します。
• Secrets Manager シークレットに保存されている認証資格情報を使用します。
• パスが /WindFarm/2/WindTurbine/ で始まるものを除き、データストリームを除外します。
• この「Wind Farm #2」と別のエリアの「Wind Farm #2」を区別するために、すべてのデータストリーム
パスの先頭に /Washington を追加します 。

{

"sources": [
{
"name": "Wind Farm #2",
"endpoint": {
"certificateTrust": {
"type": "TrustAny"
},
"endpointUri": "opc.tcp://203.0.113.1:49320",
"securityPolicy": "BASIC256",
"messageSecurityMode": "SIGN_AND_ENCRYPT",
"identityProvider": {
"type": "Username",
"usernameSecretArn":
"arn:aws:secretsmanager:region:123456789012:secret:greengrass-windfarm2-auth-1ABCDE"
},
"nodeFilterRules": [
{
"action": "INCLUDE",
"definition": {
"type": "OpcUaRootPath",
"rootPath": "/WindFarm/2/WindTurbine/"
}
}
]

129

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
ゲートウェイの使用

}

]

}

},
"measurementDataStreamPrefix": "/Washington"

Example
次の opc-ua-configuration.json の JSON 例は、次のプロパティを使用して OPC-UA ソース設定を
定義します。
• 指定された X.509 証明書を信頼します。
• メッセージの保護に BASIC256 セキュリティポリシーを使用します。
• SIGN_AND_ENCRYPT モードを使用して接続をセキュリティ保護します。

{

"sources": [
{
"name": "Wind Farm #3",
"endpoint": {
"certificateTrust": {
"type": "X509",
"certificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE----MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w
0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZ
WF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIw
EAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5
jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcNMTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBh
MCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBb
WF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMx
HzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQE
BBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVI
k60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQ
ITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpEIbb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nr
AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auN
KyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FkbFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6Guo
EDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTbNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw
3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----",
"certificateChain": "-----BEGIN CERTIFICATE----MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w
0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZ
WF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIw
EAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5
jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcNMTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBh
MCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBb
WF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMx
HzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQE
BBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVI
k60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQ
ITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpEIbb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nr
AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auN
KyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FkbFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6Guo
EDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTbNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw
3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----"
},
"endpointUri": "opc.tcp://203.0.113.2:49320",
"securityPolicy": "BASIC256",
"messageSecurityMode": "SIGN_AND_ENCRYPT",
"identityProvider": {
"type": "Anonymous"
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},
"nodeFilterRules": []

}

]

}

},
"measurementDataStreamPrefix": ""

ゲートウェイを信頼するようにソースサーバーを有効にする
[なし] 以外のメッセージセキュリティモードを選択した場合は、ソースサーバーがゲートウェイを信頼で
きるようにする必要があります。ゲートウェイは、ソースサーバーで受け入れる必要がある証明書を生成
します。使用するソースサーバーによりステップは異なります。各サーバーのドキュメントを参照してく
ださい。
手順は次のようなステップになります。

OPC-UA サーバーがゲートウェイを信頼できるようにするには
1.

(たとえば、システムトレイの OPC-UA アイコンを右クリックして) OPC-UA サーバーを設定するため
のインターフェイスを開きます。

2.

OPC-UA サーバー管理者のユーザー名とパスワードを入力してください。

3.

インターフェイスで [Trusted Clients (信頼済みクライアント) ] を見つけて、[AWS IoT SiteWise
Gateway Client (ゲートウェイクライアント) ] を選択します。

4.

[Trust (信頼) ] を選択します。

OPC-UA クライアント証明書のエクスポート
一部の OPC-UA サーバーでは、ゲートウェイを信頼するために OPC-UA クライアント証明書ファイルに
アクセスする必要があります。これが OPC-UA サーバーに適用される場合は、次の手順に従って、ゲート
ウェイから OPC-UA クライアント証明書をエクスポートできます。その後、OPC-UA サーバーに証明書を
インポートできます。

ソースの OPC-UA クライアント証明書ファイルをエクスポートするには
1.

ゲートウェイは、各ソースの OPC-UA クライアント証明書を保存します。各ソースは一意の ID で識
別されます。ゲートウェイは、/sitewise-root/config/sitewise-COLLECTOR-config.json
にある設定ファイルにソース ID を保存します。AWS IoT SiteWise API を使用してソースID を返すこ
とはできないので、この設定ファイルから探す必要があります。
ゲートウェイで、次のいずれかのコマンドを実行して、コレクター設定ファイルの出力を印刷しま
す。sitewise-root を AWS IoT SiteWise 設定のローカルストレージパスに置き換えます。デフォ
ルトの sitewise-root は /var/sitewise です。
•

jq がインストールされている場合は、次のコマンドを実行して、構文のハイライト表示で設定
ファイルを整形表示します。
cat /sitewise-root/config/sitewise-COLLECTOR-config.json | jq .

•

Python がインストールされている場合は、次のコマンドを実行して設定ファイルを整形表示しま
す。
cat /sitewise-root/config/sitewise-COLLECTOR-config.json | python -m json.tool

•

JSON 印刷ツールがない場合は、次のコマンドを実行して設定ファイルを印刷します。
cat /sitewise-root/config/sitewise-COLLECTOR-config.json
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Example : ゲートウェイ用設定ファイル。
次の JSON 例は、基本的な OPC-UA ソースが 1 つあるゲートウェイの設定ファイルを示していま
す。
{

"creationDate": 1588369971457,
"dataVersion": null,
"gatewayConfiguration": {
"schemaVersion": "DefaultSchemaVersion",
"sources": [
{
"endpoint": {
"certificateTrust": {
"type": "TrustAny"
},
"endpointUri": "opc.tcp://203.0.113.0:49320",
"identityProvider": {
"type": "Anonymous"
},
"messageSecurityMode": "NONE",
"nodeFilterRules": [],
"securityPolicy": "NONE"
},
"id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1c1c1EXAMPLE",
"measurementDataStreamPrefix": "",
"name": "Wind Farm #1",
"type": "OpcUaSource"
}
],
"syncStatus": "OUT_OF_SYNC",
"version": 27
},
"id": {
"accountId": "123456789012",
"value": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE"
},
"lastUpdateDate": 1592004024251,
"name": "ExampleCorpGateway",
"platform": {
"groupArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/groups/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1b1b1EXAMPLE",
"type": "Greengrass"
},
"sink": null,
"state": "ACTIVE"
}

OPC-UA サーバーに対応するソースを検索します。ソースの ID は id フィールドにあります。上記の
例では、a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1c1c1EXAMPLE が Wind Farm #1 という OPC-UA ソース
のソース ID となる。
2.

次のコマンドを実行して、証明書ファイルを含むディレクトリに変更します。sitewise-root を
AWS IoT SiteWise 設定のローカルストレージパスに置き換え、source-id を前のステップで検出し
たソース ID に置き換えます。
cd /sitewise-root/pusher/source-id/opcua-certificate-store

3.

このソースのゲートウェイの OPC-UA クライアント証明書は aws-iot-opcua-client.pfx ファイ
ルにあります。
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次のコマンドを実行して、証明書を aws-iot-opcua-client-certificate.pem という名前の
.pem ファイルにエクスポートします。
keytool -exportcert -v -alias aws-iot-opcua-client -keystore aws-iot-opcua-client.pfx storepass amazon -storetype PKCS12 -rfc > aws-iot-opcua-client-certificate.pem

4.

証明書ファイル aws-iot-opcua-client-certificate.pem をゲートウェイから OPC-UA サー
バーに転送します。
これを行うには、scp プログラムなどの一般的なソフトウェアを使用して、SSH プロトコルを使用
したファイルを転送することができます。詳しくは[Wikipedia] (ウィキペディア) の[Secure copy] (セ
キュアコピー) をご覧ください。

Note
ゲートウェイが Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で実行されていて、初めて
ゲートウェイに接続する場合は、接続するための前提条件を設定する必要があります。詳細
については、[Connect to your Linux instance] (Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイド) の [Amazon EC2 User Guide for Linux Instances] (Linux インスタンスへの接続) を参
照してください。
5.

ゲートウェイを信頼するために、証明書ファイル aws-iot-opcua-client-certificate.pem を
OPC-UA サーバーにインポートします。使用するソースサーバーによりステップは異なります。サー
バーのドキュメントを参照してください。

ソース認証の設定
OPC-UA サーバーの接続に認証資格情報が必要な場合、AWS Secrets Manager のソースごとに、シーク
レットでユーザー名とパスワードを定義できます。次に、シークレットを Greengrass グループと IoT に
追加します。 SiteWise コネクタを使用して、シークレットをゲートウェイで使用できるようにします。詳
細については、[AWS IoT Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Deploy secrets
to the AWS IoT Greengrass core] (Core にシークレットをデプロイする) を参照してください。
ゲートウェイでシークレットが使用できるようになったら、ソースを設定するときにシークレットを選択
できます。そうすることで、このソースに接続するときに、ゲートウェイはこのシークレットからの認証
情報を使用します。詳細については、「データソースの設定 (p. 120)」を参照してください。
トピック
• ソース認証シークレットの作成 (p. 133)
• Greengrass グループにシークレットを追加する。 (p. 135)
• シークレットの IoT への追加 SiteWiseコネクタ (p. 136)

ソース認証シークレットの作成
このステップでは、Secrets Manager でソースの認証シークレットを作成します。シークレットで、ソー
スの認証詳細を含む username と password キーと値のペアを定義します。

ソース認証シークレットを作成するには
1.

[Secrets Manager console] (Secrets Managerのコンソール) に移動します。

2.

[Store a new secret] (新しいシークレットの保存) を選択します。

3.

[Select secret type] (シークレットの種類を選択) で、[Other type of secrets] (他の種類のシークレット)
を選択します。

4.

username と OPC-UA サーバーの認証値の password のキーと値のペアを入力し、[Next (次へ) ] を
選択します。
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5.

greengrass-factory1-auth など、greengrass- から始まる[Secret name] (シークレット名) を
入力してください。

Important
シークレットにアクセスするには、デフォルトの AWS IoT Greengrass サービスロール
の greengrass- プレフィックスを使用する必要があります。このプレフィックスを使用
せずにシークレットに名前を付ける場合、シークレットにアクセスするための AWS IoT
Greengrass カスタムアクセス許可を付与する必要があります。詳細については、[AWS IoT
Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Allow AWS IoT Greengrass
to get secret values] (シークレットのデプロイがコアにシークレット値を取得許可を与える)
を参照してください。

6.

説明を入力し、[Next (次へ) ] を選択します。

7.

(オプション) [Configure automatic rotation (自動ローテーションの設定) ] ページでシークレットの自動
ローテーションを設定します。自動ローテーションを設定する場合、シークレットがローテーション
されるたびに Greengrass グループを再デプロイする必要があります。

8.

[Configure automatic rotation (自動回転の設定) ] ページで、[Next (次へ) ] を選択します。

9.

新しいシークレットを確認し、[Store (保存) ] を選択します。
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Greengrass グループにシークレットを追加する。
このステップでは、ソース認証シークレットをAWS IoT GreengrassIoT で利用できるようにグループ化
SiteWise コネクタ。

Greengrass のグループにシークレットを追加するには。
1.

AWS IoT Greengrass コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインの、Greengrass で、[Groups] (グループ) を選択し、グループを選択します。

3.

ナビゲーションページで、[[Resources] (リソース) を選択します。

4.

[リソース] ページで [シークレット] タブを選択してから、[Add a secret resource (シークレットリソー
スの追加) ] を選択します。

5.

[Select (シークレット) ] を選択し、リストからシークレットを選択します。

6.

[Next (次へ) ] を選択します。

7.

[Secret resource name (シークレットリソース名) ] にシークレットリソースの名前を入力し、[Save
(保存) ] を選択します。
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シークレットの IoT への追加 SiteWiseコネクタ
このステップでは、ソース認証シークレットを IoT に追加します。 SiteWise それらを利用できるようにす
るためのコネクタAWS IoT SiteWiseそしてあなたのゲートウェイ。

IoT にシークレットを追加するには SiteWise コネクタ
1.

AWS IoT Greengrass コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインの、Greengrass で、[Groups] (グループ) を選択し、グループを選択します。

3.

ナビゲーションページで、[Connectors]] (コネクタ) を選択します。

4.

の省略記号アイコンを選択してくださいIoT SiteWiseコネクタをクリックしてオプションメニューを
開き、編集。
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5.

[List of ARNs for OPC-UA username/password secrets (OPC-UA ユーザー名/パスワードシークレット
の ARN のリスト) ] で、[Select (選択) ] を選択し、このゲートウェイに追加する各シークレットを選
択します。シークレットを作成する必要がある場合、「ソース認証シークレットの作成 (p. 133)」を
参照してください。

シークレットが表示されない場合は、[更新] を選択します。それでもシークレットが表示されない場
合は、[added the secret to your Greengrass group] (p. 135) (シークレットを Greengrass グループに
追加したこと) を確認してください。
6.

[Save] (保存) を選択します。

7.

ページの右上隅の [Actions (アクション) ] メニューで、[Deploy (デプロイ) ] を選択します。

8.

[Automatic detection (自動検出) ] を選択して、デプロイを開始します。
デプロイが失敗した場合は、再度[デプロイ] を選択します。デプロイが失敗し続ける場合は、「AWS
IoT Greengrass デプロイのトラブルシューティング」を参照してください。
グループがデプロイされたら、新しいシークレットを使用するソースを設定できます。詳細について
は、「データソースの設定 (p. 120)」を参照してください。
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OPC-UA でデータ取り込み範囲をフィルタリングする。
OPC-UA ソースでのデータ取り込みは、スキャンモードとデッドバンド範囲を使用することで制御するこ
とができます。これらの機能により、どのようなデータを取り込むか、サーバーとゲートウェイがどのよ
うに、いつ情報を交換するかを制御することができます。

スキャンモードでデータ収集頻度を制御する。
OPC-UA のスキャンモードを設定することで、OPC-UA ソースからのデータ収集方法を制御することがで
きます。サブスクリプションモードとポーリングモードを選択することができます。
• サブスクリプションモード - OPC-UA ソースは、スキャンレートで定義された頻度でゲートウェイに
送信するためにデータを収集します。サーバーは値が変化したときのみデータを送信するので、ゲート
ウェイがデータを受信する頻度はこれが最大となる。
• ポーリング・モード - ゲートウェイは、スキャン・レートで定義された設定頻度で OPC-UA ソースを
ポーリングします。サーバーは値の変化に関係なくデータを送信するため、ゲートウェイは常にこの間
隔でデータを受信する。

Note
ポーリングモードオプションは、このソースのデッドバンド設定をオーバーライドします。

OPC-UA のデータ取り込みをデッドバンド幅でフィルタリングする。
OPC-UA のソースプロパティグループにデッドバンドを適用することで、特定のデータを AWS クラウド
に送信せず、フィルタリングして廃棄することができます。デッドバンドは、OPC-UA ソースから受信す
るデータ値の変動を予測するウィンドウを指定します。値がこのウィンドウ内にある場合、OPC-UA サー
バーは AWS クラウドに送信しません。デッドバンドフィルタリングを使って、処理するデータ量や AWS
クラウドに送信するデータ量を減らすことができます。ゲートウェイの OPC-UA ソースを設定する方法に
ついては、「the section called “データソースの設定” (p. 120)」を参照してください。

Note
サーバーは、デッドバンドで指定されたウィンドウ内にあるすべてのデータを削除します。この
破棄されたデータは復元できません。

デッドバンドの種類
OPC-UA サーバのプロパティグループには、2 種類のデッドバンドを指定することができます。AWS クラ
ウドに送信するデータ量と、廃棄するデータ量を選択できます。
• パーセンテージ - 測定値の予想変動率のパーセンテージを使用してウィンドウを指定します。サーバー
はこの割合から正確なウィンドウをコンピューティングし、ウィンドウを超えるデータを AWS クラウ
ドに送信する。例えば、華氏 -100 度から華氏 ＋100 度までのセンサーに 2％ のデッドバンド値を指定
すると、華氏 4 度以上変化したときにサーバーから AWS クラウドにデータが送信されるようになりま
す。

Note
ソースサーバーが工学的単位を定義していない場合、このウィンドウに最小および最大のデッ
ドバンド値をオプションで指定できます。工学単位範囲が指定されていない場合、OPC-UA
サーバは測定データ型のフルレンジをデフォルトとします。
• 絶対 - 正確な単位を使用してウィンドウを指定します。例えば、あるセンサーのデッドバンドを 2 と指
定すると、その値が 2 単位以上変化したときに AWS クラウドにデータを送信するようにサーバーに指
示する。通常の運用で定期的に変動が予想されるようなダイナミックな環境では、絶対デッドバンドを
使用することができます。
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デッドバンドタイムアウト
オプションで、デッドバンドのタイムアウト設定を行うことができます。このタイムアウト後は、現在の
測定値が想定されるデッドバンド変動の範囲内であっても OPC-UA サーバは送信します。タイムアウト設
定を使用すると、値が定義されたデッドバンドウィンドウを超えない場合でも、AWS IoT SiteWise が常に
安定したデータのストリーミングを取り込むようにすることができます。

OPC-UA ノードフィルターの使用
AWS IoT SiteWise ゲートウェイの OPC-UA データソースを定義する場合、ノードフィルターを定義でき
ます。ノードフィルターを使用すると、ゲートウェイがクラウドに送信するデータストリームパスを制
限できます。ノードフィルターは、AWS IoT SiteWise でモデル化するデータへのパスのみを含めること
で、ゲートウェイの起動時間と CPU 使用率を減らすために使用できます。デフォルトでは、ゲートウェ
イは /Server/ で始まるパスを除くすべての OPC-UA パスをアップロードします。ノードフィルター
で * および ** ワイルドカード文字を使用すると、1 つのフィルターに複数のデータストリームパスを含
めることができます。ゲートウェイの OPC-UA ソースを設定する方法については、「データソースの設
定 (p. 120)」を参照してください。

Note
AWS IoT SiteWise は、ソースを追加または編集するたびにゲートウェイを再起動します。ゲート
ウェイは再起動中、データを取り込みません。ゲートウェイを再起動する時間は、ゲートウェイ
ソースのタグの数によって異なります。再起動には、数秒 (タグが少数しかないゲートウェイ) か
ら数分 (タグが多数あるゲートウェイ) かかります。
次の表に、OPC-UA データソースのフィルターに使用できるワイルドカードを示します。

OPC-UA ノードフィルターワイルドカード
ワイルドカード

説明

*

データストリームパスの単一レベルと一致しま
す。

**

データストリームパスの複数のレベルに一致しま
す。

Note
ソースに広いフィルターを設定した後で、より制限の厳しいフィルターを使用するようにソース
を変更した場合、AWS IoT SiteWise は新しいフィルターと一致しないデータの保存を停止しま
す。

Example ノードフィルターを使用したシナリオの例
次の架空のデータストリームについて考えてみます。
• /WA/Factory 1/Line 1/PLC1
• /WA/Factory 1/Line 1/PLC2
• /WA/Factory 1/Line 2/Counter1
• /WA/Factory 1/Line 2/PLC1
• /OR/Factory 1/Line 1/PLC1
• /OR/Factory 1/Line 2/Counter2
以前のデータストリームを使用して、ノードフィルターを定義して、OPC-UA ソースから含めるデータを
制限できます。
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1. この例のすべてのノードを選択するには、/WA/。
2. すべての PLC データストリームを選択するには、/*/*/*/PLC* または /**/PLC* を使用します。**
ワイルドカード文字を使用して、複数のディレクトリまたはフォルダを含めることができます。
3. この例のすべてのカウンタを選択するには、/WA/**/Counter*。
4. Line 2 からすべてのカウンターを選択するには、/**/Line 2/Counter* を使用します。

Modbus TCP ソースを設定する。
AWS IoT SiteWise コンソールまたはゲートウェイ機能を使用して、Modbus TCPソースを定義し、ゲート
ウェイに追加することができます。このソースは、ローカルの Modbus TCP サーバーを表します。

Note
• AWS IoT Greengrass V2 上で動作するゲートウェイは、現在 Modbus TCP ソースをサポートし
ていません。
• Modbus TCP ソースを使用するには、AWS IoT SiteWise コネクタを取り付ける必要がありま
す。
Modbus TCP ソースを使用して、ゲートウェイで受信する際にソースからのデータ型を別のデータ型に変
換することができます。ソースデータ型は、デスティネーションデータに選択できるデータ型を決定しま
す。また、Modbus TCPのソースを使用してバイトを交換することも可能です。次の表は、互換性のある
ソースデータ型、デスティネーションデータ型、およびスワップモードの詳細についてです。
スワップ・モードの詳細については、Modbus メッセージのエンコーディングに関する記事[How Real
(Floating Point) and 32-bit Data is Encoded in Modbus RTU Messages] (Modbus RTU メッセージにおける
リアル (浮動小数点) および 32 ビットデータのエンコード方法) を参照してください。
出典データ型

対応するデスティネー
ションデータ型。

互換性のあるスワップ
モード。

互換性のあるコネクタ
のバージョン。

ASCII

文字列

NoSwap

2

UTF8

文字列

NoSwap

2

ISO8859

文字列

NoSwap

2

Int16

整数、 2 倍、文字列

noSwap

1 および 2

Int32

整数、 2 倍、文字列

NoSwap
1 および 2
byteWordSwap、byteSwap,
Swap, Swap

浮動小数点

2 倍、文字列

NoSwap
1 および 2
byteWordSwap、byteSwap,
Swap, Swap

ブール値

ブール値

noSwap

1 および 2

16 進ダンプ

文字列

noSwap

1 および 2

トピック
• Modbus TCP ソースを設定する (コンソール)。 (p. 141)
• Modbus TCP ソース (CLI) を設定する。 (p. 142)
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Modbus TCP ソースを設定する (コンソール)。
Modbus TCP ソースを設定するには。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

左のナビゲーションペインで [ゲートウェイ] を選択します。

3.

ソースを作成する対象のゲートウェイで、[管理] を選択し、[View details (詳細の表示) ] を選択しま
す。

4.

右上隅の [New source (新しいソース) ] を選択します。

5.

[Protocol options] (プロトコルオプション) は、[Modbus TCP] を選択します。

6.

[Modbus TCP source configuration] (Modbus TCP ソース設定) の場合、ソースの [Name] (名前) を入
力します。

7.

[IP address] (IP アドレス) には、データソースサーバーの IP アドレスを入力します。

8.

(オプション) ソースサーバーの[Port] (ポート) および[Unit ID] (ユニット ID) を入力します。

9.

(オプション) [Minimum inter-request duration] (最小要求間隔) には、サーバーに送信される後続の要求
間の時間間隔を入力します。ゲートウェイは、お使いのデバイスと登録ーの数に基づいて、自動的に
許容される最小間隔をコンピューティングします。

10. [Property groups] (プロパティグループ) の場合は、[Name] (名前) を入力します。
11. [Properties] (プロパティ) の場合。
a.

[Tag] (タグ) には、登録セットのプロパティエイリアスを入力します。例: TT-001。

b.

[Register address] (登録アドレス) には、登録セットを開始する登録のアドレスを入力します。

c.

[Source data type] (ソースデータ型) では、データを変換する Modbus TCP データ型を選択しま
す。デフォルトは[Hex dump] (16 進ダンプ) です。

Note
選択したソースデータ型によって、選択できるデータサイズ、デスティネーションデー
タ型、スワップモードが決まります。詳細については、「the section called “Modbus
TCP ソースを設定する。” (p. 140)」を参照してください。
d.

[Data size] (データサイズ) には、[Register address] (登録アドレス) から読み出す場合の登録の数
を入力します。これは、このソースに選択したソースデータ型によって決まります。

e.

[Destination data type] (変換先のデータ型) では、データの変換先となる AWS IoT SiteWise デー
タ型を選択します。デフォルト値は [String] (文字列) です。デスティネーション型は、このソー
スに選択したソースデータ型と互換性がある必要があります。詳細については、「the section
called “Modbus TCP ソースを設定する。” (p. 140)」を参照してください。

f.

[Swap model] (スワップモード) では、登録セットからデータを読み出すために使用するデータス
ワップモードを選択します。スワップ・モードは、このソースに選択したソース・データ型と互
換性がある必要があります。詳細については、「the section called “Modbus TCP ソースを設定す
る。” (p. 140)」を参照してください。

12. [Scan rate] (スキャンレート) は、ゲートウェイが登録を読み取る速度を更新してください。AWS IoT
SiteWise は自動的にゲートウェイに許容される最小スキャンレートをコンピューティングします。
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13. (オプション) [Destination] (デスティネーション) では、ソースデータのデスティネーションを選択し
ます。デフォルトでは、ソースは AWS IoT SiteWise にデータを送信します。代わりに、AWS IoT
Greengrass ストリーミングを使用して、ローカル宛先または AWS クラウドにデータをエクスポート
することができます。

Note
このソースからのデータを AWS IoT SiteWise とのエッジで処理する場合は、ソースのデス
ティネーションとして AWS IoT SiteWise を選択する必要があります。エッジでのデータ処
理については、the section called “エッジデータ処理を有効にする。” (p. 150) を参照してく
ださい。
データを別の送信先に送る場合。
a.

[Destination options] (デスティネーションオプション) で、[Other destinations] (その他のデスティ
ネーション) を選択します。

b.

[Greengrass stream name] (グリーングラスのストリーミング名) には、AWS IoT Greengrass ス
トリームの正確な名称を入力してください。

Note
すでに作成したストリーミングを使用することもできますし、新たに AWS IoT
Greengrass ストリーミングを作成してデータをエクスポートすることも可能です。既存
のストリームを使用する場合は、正確なストリーム名を入力しないと、新しいストリー
ムが作成されます。
AWS IoT Greengrass ストリームを使った作業の詳細については、[AWS IoT Greengrass
Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Manage data streams] (データストリームの
管理) を参照してください。
14. [Add VOD source] (VOD ソースを追加) をクリックします。
AWS IoT SiteWise はゲートウェイ設定を AWS IoT Greengrass コアにデプロイします。デプロイを手
動でトリガーする必要はありません。

Modbus TCP ソース (CLI) を設定する。
ゲートウェイ機能で Modbus TCP データソースを定義できます。すべての Modbus TCP ソースを 1 つの
機能構成で定義する必要があります。
AWS CLI によるソースの定義については、the section called “データソースの設定 (AWS CLI) ” (p. 147)
を参照してください。

Note
Modbus TCP ソースを使用するには、AWS IoT SiteWise コネクタを取り付ける必要があります。
この機能には、次のバージョンがあります。
バージョン

名前空間

1

iotsitewise:modbuscollector:1

Modbus TCP 機能設定パラメータ
機能設定で Modbus TCP ソースを定義する場合は、capabilityConfiguration JSON ドキュメントで
次の情報を指定する必要があります。
sources
Modbus TCP ソース定義構造のリスト。それぞれに次の情報が含まれています。
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name
ソースの一意のわかりやすい名前。
measurementDataStreamPrefix
(オプション) ソースからのすべてのデータストリームの前に付加する文字列。ゲートウェイはこ
のプレフィックスを、このソースからのすべてのデータストリームに追加します。データスト
リームのプレフィックスを使用して、異なるソースから同じ名前を持つデータストリームを区別
します。各データストリームは、アカウント内で一意の名前を持つ必要があります。
destination
次の情報を含むデスティネーション構造体。
type
デスティネーションの型。
streamName
AWS IoT Greengrass ストリームの名前。
streamBufferSize
ストリームバッファのサイズ。
endpoint
次の情報を含むエンドポイント構造。
ipAddress
Modbus TCP ソースの IP アドレスです。
port
(オプション) Modbus TCP ソースのポートです。
unitId
(オプション) UnitID。このデフォルト値は 1 です。
minimumInterRequestDuration
各リクエスト間の最小継続時間をミリ秒単位で指定します。
propertyGroups
プロトコルで要求されたタグ定義を行うプロパティグループのリスト。
name
プロパティグループの名前です。これは一意な識別子である必要があります。
tagPathDefinitions
ソース内の測定位置。例えば、バイトやワードの順番、アドレス、変換型などです。各
MeasurementPathDefinition の構造はコネクタで定義される。
scanMode
ソースのスキャンモード動作と設定可能なパラメータを定義します。

イーサネット/IP (EIP) ソースを設定する。
AWS IoT SiteWise コンソールまたはゲートウェイ機能を使用して、イーサネット IP ソースを定義し、
ゲートウェイに追加することができます。このソースは、ローカルイーサネット IP サーバを表します。
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Note
• AWS IoT Greengrass V2 上で動作するゲートウェイは、現在、Ethernet IP ソースをサポートし
ていません。
• イーサネット IP ソースを使用するには、AWS IoT SiteWise コネクタを取り付ける必要があり
ます。
トピック
• イーサネット/IPソースを設定する (コンソール)。 (p. 144)
• Ethernet/IPソースを設定する (CLI)。 (p. 145)
• データソースの設定 (AWS CLI) (p. 147)

イーサネット/IPソースを設定する (コンソール)。
イーサネット/IP ソースを設定するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

左のナビゲーションペインで [ゲートウェイ] を選択します。

3.

ソースを作成する対象のゲートウェイで、[管理] を選択し、[View details (詳細の表示) ] を選択しま
す。

4.

右上隅の [New source (新しいソース) ] を選択します。

5.

[Protocol options] (プロトコルオプション) は、[Ethernet/IP (EIP) ] (イーサネット/IP (EIP)) を選択しま
す。

6.

にとってEtherNet/IP ソース構成、a と入力します[Name] (名前)ソースのためです。

7.

[IP address] (IP アドレス) には、データソースサーバーの IP アドレスを入力します。

8.

(オプション) ソースサーバーの[Port] (ポート) を入力します。

9.

[Minimum inter-request duration] (最小リクエスト間隔) には、サーバーに送信される後続のリクエスト
間の時間間隔を入力します。ゲートウェイは、お使いのデバイスと登録ーの数に基づいて、自動的に
許容される最小間隔をコンピューティングします。

10. [Property groups] (プロパティグループ) の場合は、[Name] (名前) を入力します。
11. [Properties] (プロパティ) の場合。
a.

[Tag] (タグ) には、登録・セットのプロパティ・エイリアスを入力します。例:
boiler.inlet.temperature.value。

b.

[Destination data type] (変換先のデータ型) では、データの変換先となる AWS IoT SiteWise デー
タ型を選択します。デフォルト値は [String] (文字列) です。

12. [Scan rate] (スキャンレート) は、ゲートウェイが登録を読み取る速度を更新してください。AWS IoT
SiteWise は自動的にゲートウェイに許容される最小スキャンレートをコンピューティングします。
13. (オプション) [Destination] (デスティネーション) では、ソースデータのデスティネーションを選択し
ます。デフォルトでは、ソースは AWS IoT SiteWise にデータを送信します。代わりに、AWS IoT
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Greengrass ストリーミングを使用して、ローカル宛先または AWS クラウドにデータをエクスポート
することができます。

Note
このソースからのデータを AWS IoT SiteWise とのエッジで処理する場合は、ソースのデス
ティネーションとして AWS IoT SiteWise を選択する必要があります。エッジでのデータ処
理については、the section called “エッジデータ処理を有効にする。” (p. 150) を参照してく
ださい。
データを別の送信先に送る場合。
a.

[Destination options] (デスティネーションオプション) で、[Other destinations] (その他のデスティ
ネーション) を選択します。

b.

[Greengrass stream name] (グリーングラスのストリーミング名) には、AWS IoT Greengrass ス
トリームの正確な名称を入力してください。

Note
すでに作成したストリーミングを使用することもできますし、新たに AWS IoT
Greengrass ストリーミングを作成してデータをエクスポートすることも可能です。既存
のストリームを使用する場合は、正確なストリーム名を入力しないと、新しいストリー
ムが作成されます。
AWS IoT Greengrass ストリームを使った作業の詳細については、[AWS IoT Greengrass
Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Manage data streams] (データストリームの
管理) を参照してください。
14. [Add VOD source] (VOD ソースを追加) をクリックします。
AWS IoT SiteWise はゲートウェイ設定を AWS IoT Greengrass コアにデプロイします。デプロイを手
動でトリガーする必要はありません。

Ethernet/IPソースを設定する (CLI)。
ゲートウェイ機能で EIP データソースを定義できます。すべての EIP ソースを 1 つの機能構成で定義する
必要があります。
AWS CLI によるソースの定義については、the section called “データソースの設定 (AWS CLI) ” (p. 147)
を参照してください。

Note
イーサネット IP ソースを使用するには、AWS IoT SiteWise コネクタを取り付ける必要がありま
す。
この機能には、次のバージョンがあります。
バージョン

名前空間

1

iotsitewise:eipcollector:1

EIP 機能設定パラメータ
機能設定で EIP ソースを定義する場合は、capabilityConfiguration JSON ドキュメントで次の情報
を指定する必要があります。
sources
EIP ソース定義構造のリスト。それぞれに次の情報が含まれています。
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name
ソースの一意のわかりやすい名前。最大 256 文字まで可能です。
destinationPathPrefix
(オプション) ソースからのすべてのデータストリームの前に付加する文字列。ゲートウェイはこ
のプレフィックスを、このソースからのすべてのデータストリームに追加します。データスト
リームのプレフィックスを使用して、異なるソースから同じ名前を持つデータストリームを区別
します。各データストリームは、アカウント内で一意の名前を持つ必要があります。
destination
次の情報を含むデスティネーション構造体。
type
デスティネーションの型。
streamName
AWS IoT Greengrass ストリームの名前。
streamBufferSize
ストリームバッファのサイズ。
endpoint
次の情報を含むエンドポイント構造。
ipAddress
EIP ソースの IP アドレスです。
port
(オプション) EIP ソースのポートです。許容値は 1 から 65535 までの数字です。
minimumInterRequestDuration
(オプション) 各リクエスト間の最小継続時間をミリ秒単位で指定します。
propertyGroups
プロトコルで要求されたタグ定義を行うプロパティグループのリスト。各ソースは 1 つのプロパ
ティグループを持つことができます。
name
プロパティグループの名前です。これは 256 文字以内の一意の識別子である必要がありま
す。
tagPathDefinitions
イーサネット/IPデバイスから収集するデータと、それをどのように変換して出力するかを指
定する構造体のリストです。
type
tagPathDefinition のタイプ。例: EIPTagPath。
path
tagPathDefinition のパス。パス内の各タグは、最大 40 文字で、文字またはア
ンダースコアで始まります。タグには連続したアンダースコアや末尾のアンダース
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コアを含めることはできません。パスは、次の任意の値でプレフィックスされます
destinationPathPrefix。
dstDataType
タグデータを出力するためのデータ型。許容される値
は、integer、double、string、および boolean です。
scanMode
ソースのスキャンモード動作と設定可能なパラメータを定義します。
type
スキャンモード動作の型。許容される値は POLL です。
rate
コネクタがEthernet/IPソースからタグを読み込む速度をミリ秒単位で指定します。

データソースの設定 (AWS CLI)
AWS IoT SiteWise API および AWS Command Line Interface を使用して、ゲートウェイにソースを追加で
きます。ゲートウェイ機能でソースを定義します。ゲートウェイ機能は、OPC-UA ソースから産業データ
を収集する機能など、ゲートウェイで実行されるソフトウェア機能を表します。
ゲートウェイ機能には、次のコンポーネントがあります。
• 設定 - データソースの容量すべてを定義する JSON ドキュメント。
• 名前空間 - 機能の種類とバージョンを識別する一意の文字列。たとえば、OPC-UA ソース機能の名前空
間は iotsitewise:opcuacollector:version です。この場合、version は OPC-UA 機能のバー
ジョンです。すべての OPC-UA ソースは、この名前空間を持つ 1 つの機能で定義されます。
• 同期状態 - AWS クラウドとゲートウェイの間で機能が同期されているかどうかを示す状態。同期ステー
タスは以下のいずれかになります。
• IN_SYNC - ゲートウェイは機能設定を実行しています。
• OUT_OF_SYNC - ゲートウェイは機能設定を受信していません。
• SYNC_FAILED - ゲートウェイが機能設定を拒否しました。
機能設定を更新すると、ゲートウェイが更新された設定を受信して適用または拒否するまで、同期ス
テータスは OUT_OF_SYNC になります。
ゲートウェイのソースと機能の設定をクエリおよび更新するには、次のオペレーションを使用します。
• DescribeGateway-特定のゲートウェイに関する情報を取得します。応答には、機能名前空間を含む機能
の概要のリストが含まれます。
• DescribeGatewayCapabilityConfiguration— 特定の機能の構成を取得します。このオペレーションを使用
して、更新する機能設定を取得します。
• ListGateways-すべてのゲートウェイに関する情報をリストします。応答には、各ゲートウェイの機能概
要 (機能名前空間など) のリストが含まれます。
• UpdateGatewayCapabilityConfiguration— ゲートウェイ機能設定を更新するか、新しい機能設定を定義
します。このオペレーションは、機能名前空間によって機能を識別します。既に存在する名前空間を指
定した場合、このオペレーションによってその名前空間の機能が更新されます。それ以外の場合、この
オペレーションは新しい機能を作成します。

Warning
-UpdateGatewayCapabilityConfigurationオペレーションは、ペイロードで指定した設定で既存
の機能設定を上書きします。機能設定が削除されないようにするには、機能を更新するときに
を既存の設定に追加する必要があります。
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ゲートウェイ機能
• ??? (p. 123)
• ??? (p. 142)
• ??? (p. 145)

ソースサーバーのデータの保存先を選択する。
デスティネーションは、ソースの受信データの送信先を制御するために使用します。AWS IoT SiteWise に
データを送るか、AWS IoT Greengrass のストリーミングを使用してデータを別の場所に送るか、どちら
かです。ゲートウェイ内の各ソースサーバーに異なるソースディスティネーションを設定します。
• AWS IoT SiteWise - ソースデータを AWS IoT SiteWise に送り、保管、加工してもらう。これがデフォ
ルトのオプションです。

Note
このソースからのデータを AWS IoT SiteWise とのエッジで処理する場合は、ソースのデス
ティネーションとして AWS IoT SiteWiseを選択する必要があります。エッジでのデータ処理に
ついては、the section called “エッジデータ処理を有効にする。” (p. 150) を参照してくださ
い。
• AWS IoT Greengrass ストリーム - ソース・データを受け取るために、カスタムの AWS IoT Greengrass
ストリームを選択します。AWS IoT Greengrass ストリームを利用して、受信データをオンプレミス・
アプリケーションや AWS クラウド上の別の AWS IoT サービスに転送することができます。
送信先には、既存の AWS IoT Greengrass ストリームを選択することも、新規に作成することも可能
です。AWS IoT Greengrass のカスタムストリームを目的地に選ぶ方法については、データソースの設
定 (p. 120) をご覧ください。
次の例は、必要なデータストリームのメッセージ構造を示している。すべての項目が必須です。
{

}

"alias" : "string",
"messages" : [
{
"name": "string",
"value": boolean|double|integer|string,
"timestamp": number,
"quality": "string"
}
]

alias
データストリームのエイリアス。次の例を参照してください。
/company/windfarm/3/turbine/7/temperature

messages
このバッチに含まれるタプルのリスト。各タプルには timestamp、value、quality が含まれる。
name
データストリームのエイリアス。alias と一致する必要があります。
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value
このメッセージに含まれる値の型。有効な値は boolean、double、integer、または string で
す。
timestamp
タグデータのタイムスタンプ。Unix エポックからのミリ秒数としてフォーマットされます。
quality
タグデータの品質。有効な値は GOOD、BAD、または UNCERTAIN です。

コネクタのアップグレード
Important
IoT バージョン 6 SiteWise コネクタには新しい要件が導入されました。AWS IoT
GreengrassCore ソフトウェア v1.10.0 とストリームマネージャ。コネクタをアップグレードする
前に、ゲートウェイがこれらの要件を満たしていることを確認してください。満たしていない場
合は、ゲートウェイをデプロイできません。
新しいIoT が導入された後、ゲートウェイのコネクタを簡単にアップグレードできます SiteWiseコネクタ
版がリリースされました。

Note
このステップでは、Greengrass グループを再デプロイし、ゲートウェイを再起動します。ゲート
ウェイは再起動中、データを取り込みません。ゲートウェイを再起動する時間は、ゲートウェイ
ソースのタグの数によって異なります。再起動には、数秒 (タグが少数しかないゲートウェイ) か
ら数分 (タグが多数あるゲートウェイ) かかります。

IoT をアップグレードするには SiteWise コネクタ
1.

AWS IoT Greengrass コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインの、Greengrass で、[Groups] (グループ) を選択し、ゲートウェイを設定したと
きに作成したグループを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Connectors] (コネクタ) を選択します。

4.

上にコネクタページ、選択使用可能の隣にIoT SiteWiseコネクタ。

149

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
エッジデータ処理を有効にする。

[Available (使用可能) ] 要素が表示されない場合、コネクタは既に最新バージョンです。
5.

[Upgrade connector (アップグレードコネクタ) ] ページで、コネクタのパラメータを入力し、
[Upgrade (アップグレード) ] を選択します。

6.

ページの右上隅の [Actions (アクション) ] メニューで、[Deploy (デプロイ) ] を選択します。

7.

[Automatic detection (自動検出) ] を選択して、デプロイを開始します。
デプロイが失敗した場合は、再度[デプロイ] を選択します。デプロイが失敗し続ける場合は、「AWS
IoT Greengrass デプロイのトラブルシューティング」を参照してください。

エッジデータ処理を有効にする。
AWS IoT SiteWise を使って、機器データの収集、整理、加工、モニタリングをローカルで行うことがで
きます。以下を使用できます。AWS IoT SiteWise資産モデルを使用できるようにし、 SiteWise ローカル
データを監視します。ローカルでデータを加工して AWS IoT SiteWise に送ったり、AWS IoT SiteWise の
API 操作でオンプレミスのアプリケーションに読み込んだりすることができます。
AWS IoT SiteWise でローカルにデータを処理しルーティングすることができるため、AWS クラウドには
集計データのみを送信することも可能です。この機能を利用して、帯域幅の使用量とクラウドストレージ
のコストを最適化しましょう。

Note
• AWS IoT SiteWise では、お客様のゲートウェイのエッジデータを最大 30 日間保持します。
データの保持は、お使いのデバイスと使用可能なディスク容量に依存します。
• ゲートウェイが AWS クラウドから切断されてから 30 日後、データ処理パックは自動的に無効
化されます。
トピック
• エッジ処理の前提条件。 (p. 151)
• エッジ機能の設定。 (p. 152)
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エッジ処理の前提条件。
AWS IoT SiteWise でエッジ処理を使用する前に、AWS アカウントとデバイスが正しく設定されているこ
とを確認する必要があります。
次の前提条件を満たしていることを確認してください。
• エッジデバイス。このデバイスは、x86 64 ビットクアッドコアプロセッサ、16 GB の RAM、256 GB の
ディスクスペースという最小構成要件を満たしている必要があります。このデバイスは、Linuxが動作し
ている必要があります。さらに、次の要件を満たす必要があります。
• インバウンドの MQTT 通信を有効にする - 詳細については、デバイスのドキュメントを参照してくだ
さい。デバイスでMQTT通信を有効にするための詳細については、[MQTT documentation] (MQTTのド
キュメント) を参照してください。
• Java 8 - 次のサンプルコマンドを実行して、Java のバージョンを確認します。
java8 -version

• Python 3.7 - 次のサンプルコマンドを実行して、Python のバージョンを確認します。
python3.7 --version

• Docker と docker-compose - 次のコマンド例を実行して、Docker と Docker-compose のバージョンを
確認します。
docker --version
docker-compose --version

• Docker ユーザー - AWS IoT SiteWise Data Processor コネクタをデプロイするためのホームディレク
トリとユーザーを作成するには、次を実行します。
1.

次のコマンドを実行し、ホームディレクトリを作成します。
sudo mkdir /sitewise_edge

2.

次のコマンドを実行し、ggc_user ユーザーを追加します。
sudo useradd
sudo
sudo
sudo

-u ggc_user-id ggc_user
usermod -aG docker ggc_user
chown ggc_user-id /sitewise_edge
chmod 700 /sitewise_edge

Note
• ggc_user-id を ggc_user ユーザーの ID に置き換えてください。
• 次のコマンドを実行し、ggc_user ユーザーの ID を検索します。
id -u ggc_user

• 以下のオプションのいずれかを選択します。
• AWS IoT SiteWise Data Processor コネクターバージョン 1、2、3、4 を使用する場合、ポート
443、8443、8883 はデバイス上で外部からアクセス可能である必要があります。
• AWS IoT SiteWise Data Processor コネクターバージョン 5 を使用する場合、ポート 443 と 8883 は
デバイス上で外部からアクセス可能である必要があります。
• AWS アカウントと AWS IoT Core コンソールに付属する AWS IoT Greengrass サービスロール。こ
のロールは、AWS IoT Greengrass デバイスが AWS IoT SiteWise オペレーションを実行し、Amazon
Elastic Container Registry (Amazon ECR) にアクセスします。
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Note
サービスロールポリシーを更新した後、AWS IoT SiteWise コネクタを再デプロイする必要が
あります。詳しくは、AWS 公式ブログの[Introducing AWS IoT SiteWise] (紹介) をご覧くださ
い。
ロールにアクセス許可を付与するには。
1.

IAM コンソールに移動し、ゲートウェイ Greengrass グループに関連付けられているロールを検索
してください。

2.

このロールにインラインポリシーを添付します。
次の例のサービスロールポリシーは、AWS IoT SiteWise、Amazon ECR、および AWS IoT
SiteWise Data Processor コネクターへのアクセスを許可しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Allow",
"Action": "ecr:GetAuthorizationToken",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VisualEditor2",
"Effect": "Allow",
"Action": "iotsitewise:*",
"Resource": "*"
}
]

• データ処理パックが有効で、設定され、配置された AWS IoT SiteWise ゲートウェイ。ゲートウェイの
設定については、the section called “ゲートウェイの設定” (p. 105) を参照してください。
エッジ処理を利用するために必要な前提条件については、AWS 公式ブログの[Introducing AWS IoT
SiteWise] (紹介) をご覧ください。

エッジ機能の設定。
エッジ処理を使用するには、AWS IoT SiteWise ゲートウェイとアセットモデルをエッジ用に設定する必要
があります。ゲートウェイは、ソースサーバーからデータを取り込み、選択した宛先にデータを送信しま
す。アセットモデルコントロールは、アセットがどこに保存され、コンピューティングされるかを指定し
ます。

Note
始める前に、エッジ処理の前提条件。 (p. 151) を満たしていることを確認してください。
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エッジ処理を使用するには、次のステップを完了する必要があります。AWS IoT SiteWise は 10 分ごとに
AWS クラウドとゲートウェイを自動的に同期しますので、これらのステップを順番に完了させる必要はあ
りません。
エッジ処理の導入については、AWS 公式ブログの[Introducing AWS IoT SiteWise] (紹介) をご覧くださ
い。
• [Add the data processing pack to your gateway] (ゲートウェイにデータ処理パックを追加する) - ゲート
ウェイがエッジ用に設定したすべてのアセットモデルと通信できるように、データ処理パックを追加し
ます。このパックは、AWS IoT SiteWise にゲートウェイを追加するとき、または既存のゲートウェイ
を編集するときに追加されます。AWS IoT SiteWise ゲートウェイの詳細については、the section called
“ゲートウェイの使用” (p. 103) を参照してください。
ゲートウェイにデータ処理パックを追加した後、AWS IoT SiteWise Data Processor コネクタを設定
し、AWS IoT Greengrass グループに追加する必要があります。AWS IoT SiteWise Data Processorコ ネ
クタを AWS IoT Greengrass グループに追加する方法については、the section called “ゲートウェイの
AWS IoT SiteWise への追加” (p. 117) の[the configuration step] (p. 118) (設定ステップ) を参照してく
ださい。

Note
ゲートウェイでデータ処理パックを使用するには、データ収集パックの v9 が必要です。
• [Configure your source destination to AWS IoT SiteWise] (送信先の設定) - ゲートウェイの送信元がデー
タを送信する先を指定します。ゲートウェイにソースを追加するとき、または既存のソースを編集する
ときに、この設定を行います。エッジでデータを処理するためには、ソース先として AWS IoT SiteWise
を選択する必要があります。ソースディスティネーションについては、the section called “ソースサー
バーのデータの保存先を選択する。” (p. 148) を参照してください。
• [Configure your asset model for the edge] (アセットモデルをエッジに設定する) - アセットモデルのエッ
ジ設定は、アセットプロパティがコンピューティングされる場所を指定します。すべてのプロパティを
エッジでコンピューティングすることもできますし、アセットモデルのプロパティを個別に設定するこ
とも可能です。
アセットモデルのプロパティには、メトリクス、変換、および測定値が含まれます。
• メトリクスはアセットの一定期間のデータを集計したものです。既存のメトリクスデータを利用し
て、新しいメトリクスをコンピューティングすることができます。AWS IoT SiteWise では、常にメト
リクスを AWS クラウドに送信し、長期保管します。AWS IoT SiteWise は、デフォルトで AWS クラ
ウド上でメトリクスをコンピューティングします。エッジでメトリクスをコンピューティングするよ
うにアセットモデルを構成することができます。AWS IoT SiteWise は処理した結果を AWS クラウド
に送信します。
• 変換は、アセットのプロパティのデータポイントをあるフォームから別のフォームにマッピングする
数式です。変換は入力データとしてメトリクスを使用することができ、その入力と同じ場所でコン
ピューティングされ、保存されなければなりません。エッジでコンピューティングするようにメトリ
クス入力を設定した場合、AWS IoT SiteWise はエッジでその関連する変換もコンピューティングしま
す。
• 測定値は、デバイスが収集し、デフォルトで AWS クラウドに送信する raw データとしてフォーマッ
トされます。このデータをローカルデバイスに保存するように、アセットモデルを設定することがで
きます。
アセットプロパティの詳細については、the section called “データのプロパティを定義する。” (p. 172)
を参照してください。
アセットモデルを作成したら、次はエッジに合わせた設定を行います。エッジ用のアセットモデルの構
成については、the section called “アセットモデルを作成する (コンソール) ” (p. 164) を参照してくだ
さい。
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Note
アセットモデルやダッシュボードは、AWS クラウドと AWS IoT SiteWise ゲートウェイ間で
10 分ごとに自動的に同期されます。また、ローカルゲートウェイアプリケーションから手動で
同期することも可能です。

Greengrass V1 からGreengrass V2 へのゲートウェ
イのアップグレード。
AWS IoT Greengrass V1 で動作するゲートウェイをお持ちの場合、ゲートウェイを AWS IoT Greengrass
V2 にアップグレードすることができます。詳細については、[Instructions for upgrading AWS IoT SiteWise
gateways from AWS IoT Greengrass V1 to AWS IoT Greengrass V2] (ゲートウェイをアップグレードする
ステップ) を参照してください。

ゲートウェイを管理する。
以下を使用できます。AWS IoT SiteWiseコンソール、API オペレーション、またはAWS OpsHubにとって
AWS IoT SiteWiseゲートウェイを管理するためのアプリケーション。
ゲートウェイ装置のディスク使用量をモニタリングするために、AWS IoT SiteWise 用 AWS OpsHub アプ
リケーションを使用することを強くお勧めします。今後のデータを保存するために、端末に十分な空き容
量があることを確認してください。ゲートウェイ端末の容量が足りなくなりそうになると、タイムスタン
プが最も古いデータを少量ずつ自動的に削除し、次のデータへの空き容量を確保するサービスです。
サービスによってデータが削除されたかどうかをチェックするには、次の操作を行います。
1.
2.
3.

AWS IoT SiteWise 用 AWS OpsHub アプリケーション。
[Settings] (設定) を選択します。
[Logs] (ログ) の場合は、時間範囲を指定し、[Download] (ダウンロード) を選択します。

4.
5.

ログファイルを解凍します。
ログファイルに次のメッセージが含まれている場合、サービスによってデータが削除されています。
##ゲートウェイストレージの容量不足を防ぐため、バイトのデータが削除されました。

AWS IoT SiteWise 用 AWS OpsHub によるゲートウェ
イの管理 。
AWS IoT SiteWise 用 AWS OpsHub アプリケーションを使用して、ゲートウェイを管理、モニタリングし
ます。このアプリケーションは、次のモニタリング、管理オプションを提供します。
• [Overview] (概要) では、次のことができます。
• ゲートウェイの詳細を表示することで、ゲートウェイデバイスのデータを把握し、問題を特定し、
ゲートウェイのパフォーマンスを向上させることができます。
• の表示 SiteWise エッジのローカルサーバーや機器からのデータをモニタリングするポータルを、
エッジのローカルサーバーや機器からモニタリングします。詳しくは、[AWS IoT SiteWise Monitor
Application Guide] (アプリケーションガイド) の[What is AWS IoT SiteWise Monitor] (説明) をご覧くだ
さい。
• [Health] (健康) の下には、ゲートウェイのデータを表示するダッシュボードがあります。プロセスエン
ジニアといった特定分野のエキスパートは、ダッシュボードを使用してゲートウェイの動作の概要を確
認できます。
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• [Assets] (アセット) の下には、ゲートウェイ・デバイスにデプロイされたアセットと、アセットプロパ
ティに対して最後に収集またはコンピューティングされた値が表示されます。
• []設定では、次のことを実行できます。
• ゲートウェイの構成情報を表示し、AWS クラウドとリソースを同期します。
• 他のツールでゲートウェイにアクセスする際に使用する認証ファイルをダウンロードします。
• ゲートウェイのトラブルシューティングに使用できるログをダウンロードします。
• ゲートウェイにデプロイされた AWS IoT SiteWise コンポーネントを表示します。

Important
ゲートウェイ機器と AWS OpsHub アプリケーションは、同じネットワークに接続されている必
要があります。

AWS OpsHub を使ってゲートウェイを管理するには。
1.
2.
3.

[AWS OpsHub for AWS IoT SiteWise for Windows] (Windows 用) アプリケーションをダウンロード
し、インストールしてください。
アプリケーションを開きます。
Linux または LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) の認証情報を使って、ゲートウェイにサイ
ンインすることができます。ゲートウェイにサインインするには、次のいずれかを実行します。
Linux
1.
2.
3.

[Hostname or IP address] (ホスト名または IP アドレス) には、ゲートウェイ装置のホスト名
または IP アドレスを入力します。
[Authentication] (認証) は、Linuxを選択します。
[User name] (ユーザーネーム) には、お使いの Linux OS のユーザー名を入力してください。

4.
5.

[Password] (パスワード) には、お使いの Linux OS のパスワードを入力します。
[Sign in (サインイン) ] を選択します。

LDAP
1.

[Hostname or IP address] (ホスト名または IP アドレス) には、ゲートウェイ装置のホスト名
または IP アドレスを入力します。

2.
3.
4.

[Authentication] (認証) は、LDAPを選択します。
[User name] (ユーザーネーム) には、LDAP のユーザー名を入力します。
[Password] (パスワード) には、LDAP パスワードを入力します。

5.

[Sign in (サインイン) ] を選択します。

AWS IoT SiteWise コンソールでゲートウェイを管理
する。
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、AWS アカウント内のすべてのゲートウェイを設定、更新、モ
ニタリングすることができます。
AWS IoT SiteWise ゲートウェイは、AWS IoT SiteWise コンソールの[Gateways] (ゲートウェイ) ページに
移動することで確認することができます。AWS IoT SiteWise コンソールには、次のモニタリング、管理オ
プションがあります。
• データソース設定の更新と追加データソースを設定する。
• データソースごとに取り込まれたデータ点数を表示する。
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• ゲートウェイにデータパックを追加する。
• ゲートウェイの接続状態を表示する。
• リソースのゲートウェイ同期状態や設定変更を確認する。

ローカルオペレーティングシステムの認証情報を使っ
てゲートウェイにアクセスする。
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) の他に、Linux または Windows の資格情報を使ってゲート
ウェイにアクセスすることができます。

Important
Linux の認証情報でゲートウェイにアクセスするには、ゲートウェイのデータ処理パックをアク
ティベートする必要があります。

Linux オペレーティングシステムの認証情報を使ってゲートウェイにアクセスす
る。
次のステップは、Ubuntu が搭載された端末を使用することを想定しています。別の Linux ディストリ
ビューションをお使いの場合は、お使いのデバイスの関連ドキュメントを参照してください。

ユーザープールを作成するには。
1.

管理者グループを作成するには、次のコマンドを実行します。
sudo groupadd --system SWE_ADMIN_GROUP

SWE_ADMIN_GROUP グループに属するユーザーは、ゲートウェイの管理者アクセスを許可することが
できます。
2.

ユーザーグループを作成するには、次のコマンドを実行します。
sudo groupadd --system SWE_USER_GROUP

のユーザーSWE_USER_GROUPグループはゲートウェイに対して読み取り専用アクセスを許可すること
ができます。
3.

管理者グループにユーザーを追加するには、次のコマンドを実行します。置換#####そして#####追
加したいユーザー名とパスワードを入力します。
sudo useradd -p $(openssl passwd -1 password) user-name

4.

どちらかにユーザーを追加するにはSWE_ADMIN_GROUPまたはSWE_USER_GROUP、交換#####前のス
テップで追加したユーザー名を使用します。
sudo usermod -a -G SWE_ADMIN_GROUP user-name

これで、AWS IoT SiteWise 用の AWS OpsHub アプリケーションでゲートウェイにサインインするための
ユーザー名とパスワードが使用できるようになりました。

Windows の認証情報を使ってゲートウェイにアクセスする。
次のステップは、Windows が搭載された端末を使用することを想定しています。
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Important
セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。12 文字以上、大文字、数字、記号を組
み合わせた 12 文字以上のパスワードポリシーを作成してください。さらに、ポート 443 では
受信トラフィックを許可し、他のすべてのポートでは受信トラフィックをブロックするように
Windows ファイアウォールのルールを設定します。

Windows Server ユーザープールを作成する
1.

2.

実行 PowerShell 管理者として。
a.

Sitewise Edge Gateway をインストールする Windows サーバに、管理者としてログインします。

b.
c.

と入力しますPowerShellWindows の検索バーに
検索結果で、ウィンドウを右クリックします PowerShellアプリ。[管理者として実行] を選択しま
す。

管理者グループを作成するには、次のコマンドを実行します。
net localgroup SWE_ADMIN_GROUP /add

のユーザでなければなりませんSWE_ADMIN_GROUPゲートウェイへの管理者アクセスを許可するグ
ループ。
3.

ユーザーグループを作成するには、次のコマンドを実行します。
net localgroup SWE_USER_GROUP /add

のユーザでなければなりませんSWE_USER_GROUPゲートウェイに対してレディオンリーアクセスを許
可するグループ。
4.

ユーザーを追加するには、次のコマンドを実行します。置換#####そして#####作成するユーザー名
とパスワードを入力します。
net user user-name password /add

5.

管理者グループにユーザーを追加するには、次のコマンドを実行します。user-name は、追加した
いユーザー名に置き換えてください。
net localgroup SWE_ADMIN_GROUP user-name /add

これで、AWS IoT SiteWise 用の AWS OpsHub アプリケーションでゲートウェイにサインインするための
ユーザー名とパスワードが使用できるようになりました。

ゲートウェイ証明書を管理する。
以下を使用できます。 SiteWise ゲートウェイ装置上の Grafana などのサードパーティーアプリケーショ
ンをモニタリングします。これらのアプリケーションでは、サービスとの間に TLS 接続が必要です。ゲー
トウェイは現在、サービス署名付き証明書を使用しています。ブラウザを使用してアプリケーションを開
く場合、 SiteWise ポータルで、信頼できない証明書であるという警告が表示される場合があります。
AWS IoT SiteWise 用の AWS OpsHub アプリケーションから信頼できる証明書をダウンロードする方法は
次のとおりです。
1.

アプリケーションにサインインします。

2.
3.

[Settings] (設定) を選択します。
[Authentication] (認証) で[Download certificate] (証明書のダウンロード) を選択します。
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次では、Google Chrome または FireFox。他のブラウザをお使いの場合は、お使いのブラウザの関連ド
キュメントを参照してください。前のステップでダウンロードした証明書をブラウザに追加するには、次
のいずれかを実行します。
• Google Chrome を使用する場合は、[Google Chrome Enterprise Help documentation] (Google Chrome
Enterprise ヘルプドキュメント) にある[Set up certificates] (証明書を設定する) に従ってください。
• Firefox を使用している場合は、[Oracle documentation] (Oracleドキュメント) の[To Load the Certificate
into the Mozilla or Firefox Browser] (Mozilla または Firefox のブラウザーに証明書を読み込むには) に従っ
てください。
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ローカルでデータを処理して消費す
る
エッジでゲートウェイデータを処理する前に、エッジのアセットモデルを設定する必要があります。ア
セットモデルのエッジ設定では、アセットプロパティが計算される場所を指定します。エッジですべての
プロパティを計算することも、アセットモデルのプロパティを個別に設定することもできます。
アセットモデルのプロパティには、メトリック、変換、および測定値が含まれます。
• メトリクスは指定した期間を対象としたアセットの集計データです。既存のメトリックデータを使用し
て、新しいメトリックを計算できます。AWS IoT SiteWise常にメトリクスをに送信するAWS長期保存用
のクラウドです。AWS IoT SiteWiseのメトリクスを計算しますAWSデフォルトでクラウド。エッジでメ
トリクスを計算するようにアセットモデルを設定できます。AWS IoT SiteWise処理された結果をAWSク
ラウド。
• 変換は、アセットのプロパティのデータポイントをあるフォームから別のフォームにマッピングする数
式です。トランスフォームはメトリクスを入力データとして使用でき、入力と同じ場所に計算および格
納する必要があります。エッジで計算するようにメトリック入力を構成すると、AWS IoT SiteWiseま
た、エッジで関連付けられたトランスフォームも計算します。
• 測定値は、デバイスが収集して送信する生データとしてフォーマットされます。AWSデフォルトでクラ
ウド。このデータをローカルデバイスに保存するようにアセットモデルを設定できます。
アセットプロパティの詳細については、「」を参照してください。the section called “データのプロパティ
を定義する。” (p. 172)。
アセットモデルを作成したら、エッジ用に構成できます。エッジのアセットモデルの設定の詳細について
は、「」を参照してください。the section called “アセットモデルを作成する (コンソール) ” (p. 164)。

Note
アセットモデルとダッシュボードは、AWSクラウドとお客様のAWS IoT SiteWiseゲートウェ
イ 10 分ごと。から手動で同期することもできます。ローカルゲートウェイアプリケーショ
ン (p. 154)。
♪AWS IoT SiteWiseREST API とAWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して、ゲートウェイで
エッジでデータを照会します。エッジでゲートウェイでデータをクエリ実行する前に、次の前提条件を満
たす必要があります。
• REST API の認証情報を設定する必要があります。認証情報の設定の詳細については、「」を参照して
ください。the section called “ゲートウェイを管理する。” (p. 154)。
• SDK エンドポイントは、ゲートウェイの IP アドレスを指している必要があります。SDK のドキュメン
トで詳細については、「」を参照してください。たとえば、「」を参照してください。カスタムエンド
ポイントの指定のAWS SDK for Java 2.xデベロッパーガイド。
• ゲートウェイ証明書を登録する必要があります。ゲートウェイ証明書の登録の詳細については、SDK の
ドキュメントを参照してください。たとえば、「」を参照します。Node.js で証明書バンドルを登録す
るのAWS SDK for Java 2.xデベロッパーガイド。
を使用したデータのクエリの実行の詳細については、AWS IoT SiteWiseを参照します。アセットプロパ
ティデータをクエリする (p. 317)。
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産業用アセットのモデリング
AWS IoT SiteWise アセットを使用して、産業オペレーションを仮想的に表すことができます。アセット
は、AWS クラウドに 1 つ以上のデータストリームをアップロードするデバイス、機器、またはプロセス
を表します。たとえば、アセットデバイスの例として、気温、プロペラ回転速度、および電力出力の時系
列測定値を AWS IoT SiteWise のアセットプロパティに送信する風力タービンがあります。各データスト
リームは、一意のプロパティエイリアスに対応します。たとえば、エイリアス /company/windfarm/3/
turbine/7/temperature は、風力発電所 #3 のタービン #7 からの温度データストリームを一意に識別
します。AWS IoT SiteWise アセットを設定すると、温度データを摂氏から華氏に変換するなど、入力され
る計測データを、数式を使用して変換することができます。

アセットは、風力発電所全体など、デバイスの論理的なグループを表すこともできます。アセットを他の
アセットに関連付けると、複雑な産業オペレーションを表すアセット階層を作成できます。アセットは関
連付けられた子アセット内のデータにアクセスできるため、AWS IoT SiteWise 式を使用して風力発電所の
正味電力出力などの集約メトリクスを計算できます。

すべてのアセットをアセットモデルから作成する必要があります。アセットモデルはアセットのフォー
マットを標準化する宣言的な構造です。アセットモデルでは、同じ型の複数のアセットに一貫した情報
が適用されるため、デバイスのグループを表すアセット内のデータを処理できます。前の図では、3 つの
タービンすべてに同じアセットモデルを使用します。これは、すべてのタービンが共通のプロパティセッ
トを共有しているためです。
アセットモデルを定義したら、産業アセットを作成できます。アセットを作成するには、ACTIVE アセッ
トモデルを選択して、そのモデルからアセットを作成します。次に、データストリームのエイリアスや属
性など、アセット固有の情報を入力できます。前の図では、1 つのアセットモデルから 3 つのタービンア
セットを作成し、各タービンに /company/windfarm/3/turbine/7/temperature のようなデータス
トリームエイリアスを関連付けます。
既存のアセットおよびアセットモデルを更新および削除することもできます。アセットモデルを更新する
と、そのアセットモデルに基づくすべてのアセットに、基になるモデルに加えた変更が反映されます。
トピック
• アセットおよびモデルの状態 (p. 161)
• アセットモデルを作成する (p. 164)
• アセットを作成する (p. 221)
• アセットプロパティへの産業データストリームのマッピング (p. 224)
• 属性値の更新 (p. 227)
• アセットの関連付けと関連付け解除 (p. 229)

160

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
アセットおよびモデルの状態

• アセットとモデルの更新 (p. 232)
• アセットとモデルの削除 (p. 236)

アセットおよびモデルの状態
アセットやアセットモデルの作成、更新、または削除を行った場合、変更の反映に時間がかかりま
す。AWS IoT SiteWise は、これらのオペレーションを非同期に解決し、各リソースのステータスを更新し
ます。各アセットおよびアセットモデルには、リソースの状態とエラーメッセージ (該当する場合) を含む
状態フィールドがあります。ステータスは以下のいずれかの値になります。
• ACTIVE - アセットまたはアセットモデルはアクティブです。これは、アセットおよびアセットモデルを
照会して操作できる唯一の状態です。
• CREATING - アセットまたはアセットモデルを作成中です。
• UPDATING - アセットまたはアセットモデルを更新中です。
• DELETING - アセットまたはアセットモデルを削除しています。
• PROPAGATING - (アセットモデルのみ) アセットモデルの変更は、そのすべてのアセットに反映されてい
ます。
• FAILED - アセットまたはアセットモデルは、おそらく式の循環参照が原因で、作成または更新オペレー
ション中に検証に失敗しました。FAILED 状態にあるアセットおよびアセットモデルを削除できます。
AWS IoT SiteWise での作成、更新、および削除オペレーションの中には、アセットまたはアセットモデル
が、オペレーションの解決中に ACTIVE 以外の状態になるものがあります。これらのオペレーションのい
ずれかを実行した後にアセットまたはアセットモデルをクエリまたは操作する必要がある場合は、状態が
ACTIVE になるまで待機する必要があります。そうしないと、リクエストは失敗します。
トピック
• アセットのステータスを確認する (p. 161)
• アセットモデルのステータスを確認する (p. 163)

アセットのステータスを確認する
AWS IoT SiteWise コンソールまたは API を使用して、アセットのステータスを確認できます。
トピック
• アセットの状態を確認する (コンソール) (p. 161)
• アセットの状態を確認する (CLI) (p. 162)

アセットの状態を確認する (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールでアセットのステータスを確認するには、次の手順に従います。

アセットの状態を確認するには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

チェックするアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。
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4.

[Asset details] (アセットの詳細) パネルで[Status] (状態) を検索します。

アセットの状態を確認する (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、アセットの状態を確認できます。
アセットの状態を確認するには、DescribeAssetとの操作assetIdパラメータ。

アセットの状態を確認するには (CLI)
•

以下のコマンドを実行して、アセットを記述します。asset-id をアセットの ID に置き換えます。
aws iotsitewise describe-asset --asset-id asset-id

このオペレーションは、アセットの詳細を含むレスポンスを返します。レスポンスには、次の構造を
持つ assetStatus オブジェクトが含まれています。
{

...
"assetStatus": {
"state": "String",
"error": {
"code": "String",
"message": "String"
}
}
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アセットの状態は JSON オブジェクトの assetStatus.state にあります。

アセットモデルのステータスを確認する
AWS IoT SiteWise コンソールまたは API を使用して、アセットモデルのステータスを確認できます。
トピック
• アセットモデルの状態を確認する (コンソール) (p. 163)
• アセットモデルの状態を確認する (CLI) (p. 163)

アセットモデルの状態を確認する (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールでアセットモデルのステータスを確認するには、次の手順に従います。

アセットモデルの状態を確認するには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Models (モデル) ] を選択します。
チェックするアセットモデルを選択します。

4.

[Details] (詳細) パネルで[Status] (状態) を探す。

アセットモデルの状態を確認する (CLI)
AWS CLI を使用して、アセットモデルのステータスを確認できます。
アセットモデルの状態を確認するには、DescribeAssetModelとの操作assetModelIdパラメータ。

アセットモデルの状態を確認するには (CLI)
•

次のコマンドを実行して、アセットモデルを記述します。置換asset-model-idアセットモデルの
ID をに使用します。
aws iotsitewise describe-asset-model --asset-model-id asset-model-id

このオペレーションは、アセットモデルの詳細を含むレスポンスを返します。レスポンスには、次の
構造を持つ assetModelStatus オブジェクトが含まれています。
{

...
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}

"assetModelStatus": {
"state": "String",
"error": {
"code": "String",
"message": "String"
}
}

アセットモデルの状態は JSON オブジェクトの assetModelStatus.state にあります。

アセットモデルを作成する
AWS IoT SiteWise アセットモデルは、産業データの標準化を促進します。アセットモデルには、名前、説
明、アセットプロパティ、およびアセット階層定義が含まれます。たとえば、気温、1 分あたりの回転数
(RPM) 、および電力特性を使用して風力タービンモデルを定義できます。次に、正味電力出力特性と風力
タービンの階層定義を使用して、風力発電所モデルを定義できます。

Note
最下位レベルのノードから業務をモデル化することをお勧めします。たとえば、風力発電所モデ
ルを作成する前に、風力タービンモデルを作成します。アセット階層定義には、既存のアセッ
トモデルへの参照が含まれます。この方法により、モデルの作成時にアセット階層を定義できま
す。
次のセクションでは、AWS IoT SiteWise コンソールまたは API を使用してアセットモデルを作成する方
法について説明します。次のセクションでは、モデルの作成に使用できるさまざまなタイプのアセットプ
ロパティとアセット階層についても説明します。
トピック
• アセットモデルを作成する (コンソール) (p. 164)
• アセットモデルを作成する (CLI) (p. 165)
• アセットモデルの例 (p. 167)
• データのプロパティを定義する。 (p. 172)
• アセットモデル間の関係 (階層) を定義する。 (p. 219)

アセットモデルを作成する (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、アセットモデルを作成できます。AWS IoT SiteWise コンソー
ルには、式のオートコンプリートなど、有効なアセットモデルの定義に役立つさまざまな機能がありま
す。

アセットモデルを作成するには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで、[Models (モデル) ] を選択します。

3.

[モデルの作成] を選択します。

4.

[モデルの作成] ページで、次の操作を行います。
a.

アセットモデルの [名前] を入力します (Wind Turbine または Wind Turbine Model など)。
この名前は、このリージョンのアカウントのすべてのモデルで一意である必要があります。

b.

(オプション) モデルの [属性定義] を追加します。属性は、ほとんど変化しない情報を表します。
詳細については、「静的データ (属性) の定義 (p. 172)」を参照してください。
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c.

(オプション) モデルの [測定の定義] を追加します。測定値は、機器からのデータストリームを表
します。詳細については、「機器からのデータストリームの定義 (測定値) (p. 174)」を参照し
てください。

d.

(オプション) モデルの [定義を変換する] を追加します。変換とは、あるフォームから別の
フォームにデータをマッピングするための数式です。詳細については、「データの変換 (変換)
(p. 175)」を参照してください。

e.

(オプション) モデルの [メトリクスの定義] を追加します。メトリクスとは、時間間隔でのデータ
を集計する数式です。メトリクスは、関連するアセットからデータを入力できるため、オペレー
ションまたはオペレーションのサブセットを表す値をコンピューティングすることができます。
詳細については、「プロパティおよびその他のアセットのデータ (指標) の集計 (p. 178)」を参
照してください。

f.

(オプション) モデルの [階層の定義] を追加します。階層とは、アセット間の関係です。詳細につ
いては、「アセットモデル間の関係 (階層) を定義する。 (p. 219)」を参照してください。

g.

(オプション) アセットモデルのタグを追加します。詳細については、「AWS IoT SiteWise リソー
スのタグ付け (p. 413)」を参照してください。

h.

[モデルの作成] を選択します。

アセットモデルを作成すると、AWS IoT SiteWise コンソールは新しいモデルのページに移動します。
このページで、モデルの [ステータス] が表示されます。このステータスは、最初は [作成中] です。こ
のページは自動的に更新されるため、モデルのステータスが更新されるまで待つことができます。

Note
複雑なモデルの場合は、アセットモデルの作成プロセスに数分かかることがあります。ア
セットモデルの状態が[ACTIVE] (アクティブ) になると、アセットモデルを使用してアセット
を作成できるようになります。詳細については、「アセットおよびモデルの状態 (p. 161)」
を参照してください。
5.

(オプション) アセットモデルを作成したら、アセットモデルをエッジに設定することができま
す。Sitewise エッジの詳細については、the section called “エッジデータ処理を有効にする。” (p. 150)
を参照してください。
a.

モデルページで、[Configure for Edge] (エッジの設定) を選択します。

b.

モデル設定ページで、モデルのエッジ設定を選択します。これは、AWS IoT SiteWise がこのア
セットモデルに関連するプロパティをコンピューティングし、保存できる場所を制御します。
エッジ用のモデルの設定については、the section called “エッジ機能の設定。” (p. 152) を参照し
てください。

c.

[Custom edge configuration] (カスタムエッジ設定) では、AWS IoT SiteWise に各アセットモデル
プロパティをコンピューティング、保存させたい場所を選択します。

Note
関連する変換とメトリクスは、同じ場所に設定されている必要があります。エッジ用の
モデルの設定については、the section called “エッジ機能の設定。” (p. 152) を参照してく
ださい。
d.

[Save] (保存) を選択します。モデルページで、[Edge configuration] (Edgeの設定) が[Configured]
(設定済み) になっていることを確認します。

アセットモデルを作成する (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してアセットモデルを作成できます。
CreateAssetModel オペレーションを使用して、プロパティと階層を持つアセットモデルを作成します。こ
のオペレーションでは、次の構造を持つペイロードが必要です。
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{

}

"assetModelName": "String",
"assetModelDescription": "String",
"assetModelProperties": Array of AssetModelProperty,
"assetModelHierarchies": Array of AssetModelHierarchyDefinition

アセットモデルを作成するには (CLI)
1.

asset-model-payload.json という名前のファイルを作成して、次の JSON オブジェクトをファ
イルにコピーします。
{

"assetModelName": "",
"assetModelDescription": "",
"assetModelProperties": [
],
"assetModelHierarchies": [
],
"assetModelCompositeModels": [

}

2.

3.

]

任意の JSON テキストエディタを使用して、以下の asset-model-payload.json ファイルを編集
します。
a.

アセットモデルの名前 (assetModelName) を入力します (Wind Turbine または Wind
Turbine Model など)。この名前は、このリージョンのアカウントのすべてのモデルで一意であ
る必要があります。

b.

(オプション) アセットモデルの説明 (assetModelDescription) を入力する
か、assetModelDescription キーと値のペアを削除します。

c.

(オプション) モデルのアセットプロパティ (assetModelProperties) を定義します。詳細につ
いては、「データのプロパティを定義する。 (p. 172)」を参照してください。

d.

(オプション) モデルのアセット階層 (assetModelHierarchies) を定義します。詳細について
は、「アセットモデル間の関係 (階層) を定義する。 (p. 219)」を参照してください。

e.

(オプション) モデルのアラームを定義します。アラームは、他のプロパティをモニタリングし、
機器やプロセスに注意が必要な時期を特定することができます。各アラーム定義は、アラームが
使用する一連のプロパティを標準化した複合モデル (assetModelCompositeModels) である。
詳細については、アラームによるデータのモニタリング。 (p. 250) および アセットモデルにお
けるアラームの定義 (p. 253) を参照してください。

f.

(オプション) アセットモデルのタグ (tags) を追加します。詳細については、「AWS IoT
SiteWise リソースのタグ付け (p. 413)」を参照してください。

次のコマンドを実行して、JSON ファイルの定義からアセットモデルを作成します。
aws iotsitewise create-asset-model --cli-input-json file://asset-model-payload.json

このオペレーションは、アセットを作成するときに参照する assetModelId を含むレスポンスを返
します。レスポンスには、モデルの状態 (assetModelStatus.state) も含まれます。これは、最初
は CREATING です。アセットモデルのステータスは、変更が反映されるまで CREATING です。

Note
複雑なモデルの場合は、アセットモデルの作成プロセスに数分かかることがあります。
アセットモデルの現在のステータスを確認するには、DescribeAssetModel指定による操
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作assetModelId。アセットモデルのステータスが ACTIVE になったら、アセットモデ
ルを使用してアセットを作成できます。詳細については、「アセットおよびモデルの状
態 (p. 161)」を参照してください。

アセットモデルの例
このセクションでは、AWS CLI および AWS IoT SiteWise SDK でアセットモデルを作成するために使用で
きるアセットモデル定義の例を示します。これらのアセットモデルは、風力タービンと風力発電所を表し
ています。風力タービンは、センサーの生データを取り込み、電力や平均風速などの値を算出する。風力
発電アセットでは、風力発電所内のすべての風車の総電力量などを算出します。
トピック
• 風力タービンアセットモデル (p. 167)
• 風力発電所アセットモデル (p. 170)

風力タービンアセットモデル
次のアセットモデルは、風力発電所のタービンを表しています。風力タービンはセンサーのデータを取り
込み、電力や平均風速などの値を算出する。

Note
このサンプルモデルは、AWS IoT SiteWise デモの風力タービンモデルに類似しています。詳細に
ついては、「AWS IoT SiteWise デモの使用 (p. 11)」を参照してください。
{

"assetModelName": "Wind Turbine Asset Model",
"assetModelDescription": "Represents a turbine in a wind farm.",
"assetModelProperties": [
{
"name": "Location",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "Renton"
}
}
},
{
"name": "Make",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "Amazon"
}
}
},
{
"name": "Model",
"dataType": "INTEGER",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "500"
}
}
},
{
"name": "Torque (KiloNewton Meter)",
"dataType": "DOUBLE",
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"unit": "kNm",
"type": {
"measurement": {}
}
},
{
"name": "Wind Direction",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "Degrees",
"type": {
"measurement": {}
}
},
{
"name": "RotationsPerMinute",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "RPM",
"type": {
"measurement": {}
}
},
{
"name": "Wind Speed",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "m/s",
"type": {
"measurement": {}
}
},
{
"name": "RotationsPerSecond",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "RPS",
"type": {
"transform": {
"expression": "rpm / 60",
"variables": [
{
"name": "rpm",
"value": {
"propertyId": "RotationsPerMinute"
}
}
]
}
}
},
{
"name": "Overdrive State",
"dataType": "DOUBLE",
"type": {
"transform": {
"expression": "gte(torque, 3)",
"variables": [
{
"name": "torque",
"value": {
"propertyId": "Torque (KiloNewton Meter)"
}
}
]
}
}
},
{
"name": "Average Power",
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"dataType": "DOUBLE",
"unit": "Watts",
"type": {
"metric": {
"expression": "avg(torque) * avg(rps) * 2 * 3.14",
"variables": [
{
"name": "torque",
"value": {
"propertyId": "Torque (Newton Meter)"
}
},
{
"name": "rps",
"value": {
"propertyId": "RotationsPerSecond"
}
}
],
"window": {
"tumbling": {
"interval": "5m"
}
}
}
}
},
{
"name": "Average Wind Speed",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "m/s",
"type": {
"metric": {
"expression": "avg(windspeed)",
"variables": [
{
"name": "windspeed",
"value": {
"propertyId": "Wind Speed"
}
}
],
"window": {
"tumbling": {
"interval": "5m"
}
}
}
}
},
{
"name": "Torque (Newton Meter)",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "Nm",
"type": {
"transform": {
"expression": "knm * 1000",
"variables": [
{
"name": "knm",
"value": {
"propertyId": "Torque (KiloNewton Meter)"
}
}
]
}
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}
},
{
"name": "Overdrive State Time",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "Seconds",
"type": {
"metric": {
"expression": "statetime(overdrive_state)",
"variables": [
{
"name": "overdrive_state",
"value": {
"propertyId": "Overdrive State"
}
}
],
"window": {
"tumbling": {
"interval": "5m"
}
}
}
}
}

}

],
"assetModelHierarchies": []

風力発電所アセットモデル
次のアセットモデルは、複数の風力タービンで構成される風力発電所を表しています。このアセットモデ
ルは、風力タービンモデルへの[hierarchy] (p. 219) (階層) を定義しています。これにより、風力発電所内
のすべての風力タービンのデータから数値 (平均電力など) を算出することができる。

Note
このサンプルモデルは、AWS IoT SiteWise デモの風力発電所モデルに似ています。詳細について
は、「AWS IoT SiteWise デモの使用 (p. 11)」を参照してください。
このアセットモデルは、風力タービンアセットモデル (p. 167) によって異なります。propertyId およ
び childAssetModelId の値を、既存の風力タービンアセットモデルの値に置き換えます。
{

"assetModelName": "Wind Farm Asset Model",
"assetModelDescription": "Represents a wind farm.",
"assetModelProperties": [
{
"name": "Code",
"dataType": "INTEGER",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "300"
}
}
},
{
"name": "Location",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "Renton"
}
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}
},
{
"name": "Reliability Manager",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "Mary Major"
}
}
},
{
"name": "Total Overdrive State Time",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "seconds",
"type": {
"metric": {
"expression": "sum(overdrive_state_time)",
"variables": [
{
"name": "overdrive_state_time",
"value": {
"propertyId": "ID of Average Power property in Wind Turbine Asset Model",
"hierarchyId": "Turbine Asset Model"
}
}
],
"window": {
"tumbling": {
"interval": "5m"
}
}
}
}
},
{
"name": "Total Average Power",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "Watts",
"type": {
"metric": {
"expression": "sum(turbine_avg_power)",
"variables": [
{
"name": "turbine_avg_power",
"value": {
"propertyId": "ID of Overdrive State Time property in Wind Turbine Asset
Model",
"hierarchyId": "Turbine Asset Model"
}
}
],
"window": {
"tumbling": {
"interval": "5m"
}
}
}
}
}
],
"assetModelHierarchies": [
{
"name": "Turbine Asset Model",
"childAssetModelId": "ID of Wind Turbine Asset Model"
}
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}

]

データのプロパティを定義する。
アセットプロパティは、アセットデータを含む各アセット内の構造です。アセットプロパティには、次の
型があります。
• [Attributes] (属性) – デバイスの製造元や地理的なリージョンなど、一般的に静的なプロパティを持つア
セット。詳細については、「静的データ (属性) の定義 (p. 172)」を参照してください。
• [測定値] - タイムスタンプ付きの回転速度値や摂氏のタイムスタンプ付きの温度値など、アセットの raw
デバイスのセンサーデータストリーム。測定は、データストリームエイリアスによって定義されます。
詳細については、「機器からのデータストリームの定義 (測定値) (p. 174)」を参照してください。
• [Transforms] (変換) - タイムスタンプ付き華氏温度値など、アセットの変換された時系列値。変換は、式
とその式で使用する変数によって定義されます。詳細については、「データの変換 (変換) (p. 175)」
を参照してください。
• [Metrics] (メトリクス) - 時間当たりの平均温度など、指定した時間間隔で集計されたアセットのデータ。
メトリクスは、時間間隔、式、およびその式で使用する変数によって定義されます。メトリック表現
は、関連するアセットのメトリクスプロパティを入力できるため、オペレーションまたはオペレーショ
ンのサブセットを表すメトリックをコンピューティングすることができます。詳細については、「プロ
パティおよびその他のアセットのデータ (指標) の集計 (p. 178)」を参照してください。
測定、変換、およびメトリクスを使用して、総合設備効率 (OEE) をコンピューティングする方法の例につ
いては、「AWS IoT SiteWise での OEE の計算 (p. 14)」を参照してください。
トピック
• 静的データ (属性) の定義 (p. 172)
• 機器からのデータストリームの定義 (測定値) (p. 174)
• データの変換 (変換) (p. 175)
• プロパティおよびその他のアセットのデータ (指標) の集計 (p. 178)
• 数式の使用 (p. 184)

静的データ (属性) の定義
アセット属性は、デバイスの製造元や地理的位置など、一般的に静的な情報を表します。アセットモデル
から作成する各アセットには、このモデルの属性が含まれています。
トピック
• 属性の定義 (コンソール) (p. 172)
• 属性の定義 (CLI) (p. 173)

属性の定義 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールでアセットモデルの属性を定義するときは、次のパラメータを指定します。
• [Name] (名前) - プロパティの名前。
• [Default value] (デフォルト値) –(オプション) この属性のデフォルト値。モデルから作成されたアセット
は、属性に対してこの値を持ちます。モデルから作成されたアセットのデフォルト値を上書きする方法
の詳細については、「属性値の更新 (p. 227)」を参照してください。
• [Data type] (データ型) - プロパティのデータ型で、次のいずれかになります。
• [String] (文字列) – 最大 1024 バイトの文字列。
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• [Integer] (整数) - [-2,147,483,648, 2,147,483,647] の範囲を持つ 32 ビットの符合付き整数。
• [Double] (倍) – [-10^100、10^100] の範囲および IEEE 754 倍精度の浮動小数点数。
• [Boolean] (ブール値) - true または false。
詳細については、「アセットモデルを作成する (コンソール) (p. 164)」を参照してください。

Example 属性定義の例
次の例では、デフォルト値でアセットのモデル番号を表す属性を示します。

属性の定義 (CLI)
AWS IoT SiteWise API を使用してアセットモデルの属性を定義する場合は、次のパラメータを指定しま
す。
• name - プロパティの名前。
• defaultValue -(オプション) この属性のデフォルト値。モデルから作成されたアセットは、属性に対
してこの値を持ちます。モデルから作成されたアセットのデフォルト値を上書きする方法の詳細につい
ては、「属性値の更新 (p. 227)」を参照してください。
• dataType - プロパティのデータ型。次のいずれかです。
• STRING - 最大 1024 バイトの文字列。
• INTEGER - [-2,147,483,648, 2,147,483,647] の範囲を持つ 32 ビットの符合付き整数。
• DOUBLE - [-10 ^ 100、10 ^ 100] の範囲および IEEE 754 倍精度の浮動小数点数。
• BOOLEAN – true または false

Example 属性定義の例
次の例では、デフォルト値でアセットのモデル番号を表す属性を示します。このオブジェクトはの一例で
す。AssetModelPropertyにはが含まれています属性。このオブジェクトを CreateAssetModel リクエスト
ペイロードの一部として指定して、属性プロパティを作成できます。詳細については、「アセットモデル
を作成する (CLI) (p. 165)」を参照してください。
{

...
"assetModelProperties": [
{
"name": "Model number",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "BLT123"
}
}
}
],

173

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
データのプロパティを定義する。

}

...

機器からのデータストリームの定義 (測定値)
測定は、タイムスタンプ付き温度値やタイムスタンプ付きの 1 分あたりの回転数 (RPM) 値など、デバイス
の未加工のセンサーデータストリームを表します。
トピック
• 測定値の定義 (コンソール) (p. 174)
• 測定値の定義 (CLI) (p. 174)

測定値の定義 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールでアセットモデルの測定値を定義するときは、次のパラメータを指定しま
す。
• [Name] (名前) - プロパティの名前。
• [Unit] (単位) - プロパティの科学単位 (mm、摂氏など)。
• [Data type] (データ型) - プロパティのデータ型で、次のいずれかになります。
• [String] (文字列) – 最大 1024 バイトの文字列。
• [Integer] (整数) - [-2,147,483,648, 2,147,483,647] の範囲を持つ 32 ビットの符合付き整数。
• [Double] (倍) – [-10^100、10^100] の範囲および IEEE 754 倍精度の浮動小数点数。
• [Boolean] (ブール値) - true または false。
詳細については、「アセットモデルを作成する (コンソール) (p. 164)」を参照してください。

Example 測定値の定義の例
次の例は、アセットの温度センサーの読み取り値を表す測定値を示しています。

測定値の定義 (CLI)
AWS IoT SiteWise API を使用してアセットモデルの測定値を定義する場合は、次のパラメータを指定しま
す。
• name - プロパティの名前。
• dataType - プロパティのデータ型。次のいずれかです。
• STRING - 最大 1024 バイトの文字列。
• INTEGER - [-2,147,483,648, 2,147,483,647] の範囲を持つ 32 ビットの符合付き整数。
• DOUBLE - [-10 ^ 100、10 ^ 100] の範囲および IEEE 754 倍精度の浮動小数点数。
• BOOLEAN – true または false
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• unit –(オプション) プロパティの科学単位 (mm、摂氏など)。

Example 測定値の定義の例
次の例は、アセットの温度センサーの読み取り値を表す測定値を示しています。このオブジェクトはの一
例です。AssetModelPropertyにはが含まれています測定。このオブジェクトを CreateAssetModel リクエ
ストペイロードの一部として指定して、測定プロパティを作成できます。詳細については、「アセットモ
デルを作成する (CLI) (p. 165)」を参照してください。
アセットモデルを定義するときは、[Measurement] (測定値) は空の構造になります。これは、後で各ア
セットが一意のデバイスデータストリームを使用するように設定するためです。アセットの測定プロパ
ティをデバイスのセンサーデータストリームに接続する方法の詳細については、アセットプロパティへの
産業データストリームのマッピング (p. 224) を参照してください。
{

}

...
"assetModelProperties": [
{
"name": "Temperature C",
"dataType": "DOUBLE",
"type": {
"measurement": {}
},
"unit": "Celsius"
}
],
...

データの変換 (変換)
変換とは、アセットプロパティのデータポイントをあるフォームから別のフォームにマッピングする表現
です。変換式は、アセットプロパティ変数、リテラル、演算子、関数で構成されます。変換されたデータ
ポイントには one-to-one入力データポイントとの関係。AWS IoT SiteWise入力特性のいずれかが新しい
データポイントを受信するたびに、新しい変換されたデータポイントをコンピューティングします。
たとえば、アセットに単位が摂氏の名前 Temperature_C の温度測定ストリームがある場合、数式
Temperature_F = 9/5 * Temperature_C + 32 を使用して各データポイントを華氏に変換できま
す。AWS IoT SiteWise が Temperature_C 計測ストリーミングでデータポイントを受信するたびに、対
応する Temperature_F 値が数秒以内にコンピューティングされ、Temperature_F プロパティとして利
用できるようになる。
変換に複数の変数が含まれる場合、先に到着したデータポイントからすぐにコンピューティングが開始さ
れます。例えば、ある部品メーカーが製品の品質をモニタリングするためにトランスを使用する場合を考
えてみましょう。部品の種類によって異なる基準を用いて、メーカーは次のような測定値で工程を表現し
ています。
• Part_Number - 部品の種類を識別するための文字列。
• Good_Count - 部品が規格に適合している場合、1増加する整数。
• Bad_Count - 部品が規格に適合しない場合、1増加する整数。
また、メーカーは Quality_Monitor に等しい変換 if(eq(Part_Number, "BLT123") and
(Bad_Count / (Good_Count + Bad_Count) > 0.1), "Caution", "Normal") を作成します。
この変換は、特定の部品型で生産された不良部品の割合をモニタリングします。部品番号がBLT123で、
不良部品の割合が10％ (0.1) を超える場合、変換は "Caution" を返します。そうでない場合は、変換は
"Normal" を返します。
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Note
• Part_Number が他の測定値より先に新しいデータポイントを受信した場
合、NQuality_Monitor変換は新しい Part_Number 値と最新の Good_Count および
Bad_Count 値を使用します。エラーを回避するため、次の製造の前に Good_Count、
Bad_Count をリセットしてください。
• すべての変数が新しいデータポイントを受け取った後にのみ式を評価したい場合
は、[metrics] (p. 178) (メトリクス) を使用します。
トピック
• 変換の定義 (コンソール) (p. 176)
• 変換の定義 (CLI) (p. 177)

変換の定義 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールでアセットモデルの変換を定義する場合は、次のパラメータを指定します。
• [Name] (名前) - プロパティの名前。
• [Formula] (コンピューティング式) – 変換式。変換式では、集計関数や一時関数は使用できません。入力
を開始するか、下矢印キーを押してオートコンプリート機能を開きます。詳細については、「数式の使
用 (p. 184)」を参照してください。

Important
変換は、整数、倍、ブール値、文字列型のプロパティを入力することができます。ブール値
は、0 (false) 、1 (true) に変換されます。
変換には、属性でないプロパティを1つ以上、任意の数だけ入力する必要があります。AWS IoT
SiteWise は、属性でない入力プロパティが新しいデータポイントを受け取るたびに、新しい変
換後のデータポイントをコンピューティングする。新しい属性値では、変換の更新はトリガー
されません。
数式では、倍値または文字列値のみを出力できます。入れ子になった式は、文字列など他の
データ型を出力することができますが、式全体としては、数値または文字列として評価されな
ければなりません。[jp function] (p. 193) (jp関数) を使うと、文字列を数値に変換することがで
きます。ブール値は 1 (true) または 0 (false) でなければならない。詳細については、「未定義
の値、無限の値、およびオーバーフロー値 (p. 218)」を参照してください。
• [Unit] (単位) - プロパティの科学単位 (mm、摂氏など)。
• [Data type] (データ型) - 変換のデータ型で、[Double] (倍) または [String] (文字列) です。
詳細については、「アセットモデルを作成する (コンソール) (p. 164)」を参照してください。

Example [Transform job definition] (変換定義)
次の例は、アセットの温度測定データを摂氏から華氏に変換する変換プロパティを示しています。
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Example 3つの変数を含む変換定義。
次の例では、BLT123の部品の10％以上が基準を満たしていない場合に警告メッセージ ("Caution") を返
す変換プロパティを示しています。それ以外の場合は、情報メッセージ ("Normal") を返す。

変換の定義 (CLI)
AWS IoT SiteWise API を使用してアセットモデルのトランスフォームを定義する場合は、次のパラメータ
を指定します。
• name - プロパティの名前。
• dataType - 変換のデータ型は、DOUBLE または STRING である必要があります。
• expression - 変換式。変換式では、集計関数や一時関数は使用できません。詳細については、「数式
の使用 (p. 184)」を参照してください。
• variables - 式で使用するアセットの他のプロパティを定義する変数のリスト。各変数構造には、
式で使用する単純な名前と、その変数にリンクされるプロパティを定義する value 構造が含まれま
す。value 構造体には、以下の情報が含まれています。
• propertyId - 値を入力するプロパティの ID。ID の代わりにプロパティの名前を使用できます。

Important
変換は、整数、倍、ブール値、文字列型のプロパティを入力することができます。ブール値
は、0 (false) 、1 (true) に変換されます。
変換には、属性でないプロパティを1つ以上、任意の数だけ入力する必要があります。AWS IoT
SiteWise は、属性でない入力プロパティが新しいデータポイントを受け取るたびに、新しい変
換後のデータポイントをコンピューティングする。新しい属性値では、変換の更新はトリガー
されません。
数式では、倍値または文字列値のみを出力できます。入れ子になった式は、文字列など他の
データ型を出力することができますが、式全体としては、数値または文字列として評価されな
ければなりません。[jp function] (p. 193) (jp関数) を使うと、文字列を数値に変換することがで
きます。ブール値は 1 (true) または 0 (false) でなければならない。詳細については、「未定義
の値、無限の値、およびオーバーフロー値 (p. 218)」を参照してください。
• unit –(オプション) プロパティの科学単位 (mm、摂氏など)。

Example [Transform job definition] (変換定義)
次の例は、アセットの温度測定データを摂氏から華氏に変換する変換プロパティを示しています。この
オブジェクトはの一例です。AssetModelPropertyにはが含まれていますTransform。このオブジェクトを
CreateAssetModel リクエストペイロードの一部として指定して、変換プロパティを作成できます。詳細に
ついては、「アセットモデルを作成する (CLI) (p. 165)」を参照してください。
{

...
"assetModelProperties": [
...
{
"name": "Temperature F",
"dataType": "DOUBLE",
"type": {
"transform": {
"expression": "9/5 * temp_c + 32",
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"variables": [
{
"name": "temp_c",
"value": {
"propertyId": "Temperature C"
}
}
]

}

}
],
...

}
},
"unit": "Fahrenheit"

Example 3つの変数を含む変換定義。
次の例では、BLT123の部品の10％以上が基準を満たしていない場合に警告メッセージ ("Caution") を返
す変換プロパティを示しています。それ以外の場合は、情報メッセージ ("Normal") を返す。
{

...
"assetModelProperties": [
...
{
"name": "Quality_Monitor",
"dataType": "STRING",
"type": {
"transform": {
"expression": "if(eq(Part_Number,"BLT123") and (Bad_Count / (Good_Count +
Bad_Count) > 0.1), "Caution", "Normal")",
"variables": [
{
"name": "Part_Number",
"value": {
"propertyId": "Part Number"
}
},
{
"name": "Good_Count",
"value": {
"propertyId": "Good Count"
}
},
{
"name": "Bad_Count",
"value": {
"propertyId": "Bad Count"
}
}
]
}
}

}
}

...

プロパティおよびその他のアセットのデータ (指標) の集計
メトリクスは、集計関数を使用してすべての入力データポイントを処理し、指定された時間間隔ごとに 1
つのデータポイントを出力する数式です。たとえば、メトリクスは、温度データストリームから時間当た
りの平均温度を計算できます。
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メトリクスは、関連付けられたアセットのメトリクスからデータを入力できるため、オペレーションまた
はオペレーションのサブセットに関するインサイトを提供する統計情報を計算できます。たとえば、メト
リクスは、風力発電所のすべての風力タービンの平均時間温度を計算できます。アセット間の関連付けを
定義する方法の詳細については、「アセットモデル間の関係 (階層) を定義する。 (p. 219)」を参照して
ください。
メトリクスは、各時間間隔でのデータを集約することなく、他のプロパティからデータを入力すること
も可能です。コンピューティング式に[attribute] (p. 172) (属性) を指定した場合、AWS IoT SiteWise は
その属性の[latest] (p. 196) (最新) の値をコンピューティング式に使用します。コンピューティング式に
メトリックを指定した場合、AWS IoT SiteWise ではコンピューティングする時間間隔の[last] (p. 196)
(最後) の値が使用されます。つまり、 OEE = Availability * Quality * Performance、
Availability、 Quality はすべて同じアセットモデル上の他のメトリクスであり、Performance の
ようなメトリクスを定義することができるのです。
AWS IoT SiteWise はまた、すべてのアセットプロパティのベーシック集計メトリクスのセットを自動的に
計算します。計算コストを削減するために、基本的な計算にカスタムメトリクスを定義する代わりに、こ
れらの集計を使用できます。詳細については、「アセットプロパティ集計のクエリ (p. 320)」を参照して
ください。
トピック
• メトリクスの定義 (コンソール) (p. 179)
• メトリクスの定義 (CLI) (p. 181)

メトリクスの定義 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールでアセットモデルのメトリクスを定義するときは、次のパラメータを指定し
ます。
• [Name] (名前) - プロパティの名前。
• [Formula] (計算式) - メトリクス式。メトリクス式では、[aggregation functions] (p. 194) (集約関数) を
使用して、階層内のすべての関連するアセットに対するプロパティからデータを入力することができ
ます。入力を開始するか、下矢印キーを押してオートコンプリート機能を開きます。詳細については、
「数式の使用 (p. 184)」を参照してください。

Important
メトリクスは、整数、倍、ブール値、文字列型のプロパティのみ使用可能です。ブール値は、0
(false) 、1 (true) に変換されます。
メトリクスの式でメトリクス入力変数を定義する場合、それらの入力には出力メトリクスと同
じ時間間隔が必要です。
数式では、倍値または文字列値のみを出力できます。入れ子になった式は、文字列など他の
データ型を出力することができますが、式全体としては、数値または文字列として評価されな
ければなりません。[jp function] (p. 193) (jp関数) を使うと、文字列を数値に変換することがで
きます。ブール値は 1 (true) または 0 (false) でなければならない。詳細については、「未定義
の値、無限の値、およびオーバーフロー値 (p. 218)」を参照してください。
• [Data type] (データ型) - 変換のデータ型で、[Double] (倍) または [String] (文字列) です。
• [Time interval] (時間間隔) - メトリクスの時間間隔。AWS IoT SiteWise は次のタンブリングウィンドウ時
間間隔をサポートし、各間隔は前の間隔が終了したときに開始される。
• [1 minute] (1 分) – 1 分。毎分の終わりに処理されます (午前 00:00:00、午前 00:01:00、午前 00:02:00
など)。
• [5 minutes] (5 分) – 5 分。正時から 5 分ごとに処理されます (午前 00:00:00、午前 00:05:00、午前
00:10:00 など)。
• [15 minutes] (15 分) – 15 分。正時から 15 分ごとに処理されます (午前 00:00:00、午前 00:15:00、午
前 00:30:00 など)。
• [1 hour] (1 時間) – 1 時間 (60 分)。UTC の毎時の終わりに処理されます (午前 00:00:00、午前
01:00:00、午前 02:00:00 など)。
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• [1 day] (1 日) – 1 日 (24 時間)。UTC の毎日の終わりに処理されます (月曜日の午前 00:00:00、火曜日
の午前 00:00:00 など)。
• [1 week] (1 週間) – 1 週間 (7 日間)。UTC の毎週日曜日の終わりに処理されます (月曜日の午前
00:00:00 ごと)。
• [Custom interval] (カスタム時間間隔) - 1 分～1 週間の間で任意の時間間隔を入力できます。
• [Offset date] (オフセット日) -(オプション) データを集計するためのリファレンス日です。
• [Offset time] (オフセット時間) -(オプション) データを集計するリファレンス時間。オフセット時刻
は、00:00:00 ～ 23:59:59 の間でなければなりません。
• [Offset time zone] (オフセットタイムゾーン) -(オプション) オフセットのタイムゾーンです。指定しない
場合、デフォルトのオフセットタイムゾーンは協定世界時 (UTC) です。

サポートされているタイムゾーン
• (UTC+00:00) 世界協定時間
• (UTC+01:00) 中央ヨーロッパ時間
• (UTC+02:00) 東ヨーロッパ
• (UTC03+:00) 東アフリカ時間
• (UTC+04:00) 近東時間
• (UTC+05:00) パキスタンラホール時間
• (UTC+05:30) インド標準時
• (UTC+06:00) バングラデシュ標準時
• (UTC+07:00) ベトナム標準時
• (UTC+08:00) 中国 [Taiwan] (台湾) (台北市) 時間
• (UTC+09:00) 日本標準時
• (UTC+09:30) オーストラリア中部時間
• (UTC+10:00) オーストラリア東部時間
• (UTC+11:00) ソロモン標準時
• (UTC+12:00) ニュージーランド標準時
• (UTC-11:00) ミッドウェー諸島時間
• (UTC-10:00) ハワイ標準時
• (UTC-09:00) アラスカ標準時
• (UTC-08:00) 太平洋標準時
• (UTC-07:00) フェニックス標準時
• (UTC-06:00) 中央標準時
• (UTC-05:00) 東部標準時
• (UTC-04:00) プエルトリコ米領バージン諸島時間
• (UTC-03:00) アルゼンチン標準時
• (UTC-02:00) サウスジョージア時間
• (UTC-01:00) 中央アフリカ時間

Example オフセット付きのカスタム時間間隔 (コンソール)
次の例では、2021 年 2 月 20 日午後 6 時 30 分 30 秒 (PST) にオフセットされた 12 時間の時間間隔を定義
する方法を示します。

オフセット付きのカスタム時間間隔 を定義するには
1.
2.

[Time interval] (時間間隔) で [Custom interval] (カスタム間隔) を選択します。
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• 12 を入力し、[hours] (時間) を選択します。
• 720 を入力し、[minutes] (分) を選択します。
• 43200 を入力し、[seconds] (秒) を選択します。

Important
[Time interval] (時間間隔) は単位に関係なく整数でなければならない。
3.

[Offset date] (オフセット日付) は、[2021/02/20]を選択します。

4.

[Offset time] (オフセット時間) には、18:30:30 を入力します。
[Offset timezone] (オフセットタイムゾーン) は、[(UTC-08:00) Pacific Standard Time] ((UTC-08:00) 太
平洋標準時) を選択してください。

5.

2021 年 7 月 1 日 06:30:30 (PST) 以前、または PST にメトリックを作成すると、2021 年 7 月 1 日
06:30:30 (PST) に最初の集計結果、2021 年 7 月 2 日 06:30:30 (PST) に 2 番目の集計結果、といったもの
が得られます。

Example メトリクス定義の例
次の例は、アセットの温度データを集計して時間当たりの最高温度を計算するメトリクスプロパティを示
しています。

Example 関連アセットからデータを入力するメトリクス定義例。
次の例は、複数の風力タービンの平均電力データを集約し、風力発電所の総平均電力を算出するメトリッ
クプロパティを示しています。

メトリクスの定義 (CLI)
AWS IoT SiteWise API を使用してアセットモデルのメトリクスを定義する場合は、次のパラメータを指定
します。
• name - プロパティの名前。
• dataType - メトリクスのデータ型 (DOUBLE または STRING)。
• expression - メトリクス式。メトリクス式では、[aggregation functions] (p. 194) (集約関数) を使用
して、階層内のすべての関連するアセットに対するプロパティからデータを入力することができます。
詳細については、「数式の使用 (p. 184)」を参照してください。
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• window - メメトリクスタンブリングウィンドウの時間間隔とオフセットで、各間隔は前の間隔が終了し
たときに開始されます。
• interval - タンブリングウィンドウの時間間隔です。時間間隔は 1 分以上 1 週間以内にする必要が
あります。
• offsets - タンブリングウィンドウのオフセット。
詳細については、AWS IoT SiteWise API リファレンスの TumblingWindow を参照してください。

Example オフセット付きカスタム時間間隔 (AWS CLI)
次の例では、2021 年 2 月 20 日午後 6 時 30 分 30 秒 (PST) にオフセットされた 12 時間の時間間隔を定
義する方法を示します。
{

}

"window": {
"tumbling": {
"interval": "12h",
"offset": " 2021-07-23T18:30:30-08"
}
}

2021 年 7 月 1 日 06:30:30 (PST) 以前、または PST にメトリックを作成すると、2021 年 7 月 1 日
06:30:30 (PST) に最初の集計結果、2021 年 7 月 2 日 06:30:30 (PST) に 2 番目の集計結果、といったも
のが得られます。
• variables - 式で使用するアセットまたは子アセットのその他のプロパティを定義する変数のリスト。
各変数構造には、式で使用する単純な名前と、その変数にリンクされるプロパティを定義する value 構
造が含まれます。value 構造体には、以下の情報が含まれています。
• propertyId - 値を取得するプロパティの ID。プロパティが (階層からモデルで定義されているので
はなく) 現在のモデルで定義されている場合は、ID の代わりにプロパティの名前を使用できます。
• hierarchyId -(オプション) プロパティの子アセットをクエリする階層の ID。ID の代わりに階層定
義の名前を使用できます。この値を省略すると、AWS IoT SiteWise は現在のモデル内のプロパティを
探します。

Important
メトリクスは、整数、倍、ブール値、文字列型のプロパティのみ使用可能です。ブール値は、0
(false) 、1 (true) に変換されます。
メトリクスの式でメトリクス入力変数を定義する場合、それらの入力には出力メトリクスと同
じ時間間隔が必要です。
数式では、倍値または文字列値のみを出力できます。入れ子になった式は、文字列など他の
データ型を出力することができますが、式全体としては、数値または文字列として評価されな
ければなりません。[jp function] (p. 193) (jp 関数) を使うと、文字列を数値に変換することが
できます。ブール値は 1 (true) または 0 (false) でなければならない。詳細については、「未定
義の値、無限の値、およびオーバーフロー値 (p. 218)」を参照してください。
• unit –(オプション) プロパティの科学単位 (mm、摂氏など)。

Example メトリクス定義の例
次の例は、アセットの温度測定データを集計して、時間当たりの最高温度を華氏で計算するメトリクスプ
ロパティを示しています。このオブジェクトはの一例です。AssetModelPropertyにはが含まれていますメ
トリクス。このオブジェクトを CreateAssetModel リクエストペイロードの一部として指定して、メトリ
クスプロパティを作成できます。詳細については、「アセットモデルを作成する (CLI) (p. 165)」を参照
してください。
{
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}

...
"assetModelProperties": [
...
{
"name": "Max temperature",
"dataType": "DOUBLE",
"type": {
"metric": {
"expression": "max(temp_f)",
"variables": [
{
"name": "temp_f",
"value": {
"propertyId": "Temperature F"
}
}
],
"window": {
"tumbling": {
"interval": "1h"
}
}
}
},
"unit": "Fahrenheit"
}
],
...

Example 関連アセットからデータを入力するメトリクス定義例。
次の例は、複数の風力タービンの平均電力データを集約し、風力発電所の総平均電力を算出するメトリッ
クプロパティを示しています。このオブジェクトはの一例です。AssetModelPropertyにはが含まれていま
すメトリクス。このオブジェクトを CreateAssetModel リクエストペイロードの一部として指定して、メ
トリクスプロパティを作成できます。詳細については、「アセットモデルを作成する (CLI) (p. 165)」を
参照してください。
{

...
"assetModelProperties": [
...
{
"name": "Total Average Power",
"dataType": "DOUBLE",
"type": {
"metric": {
"expression": "avg(power)",
"variables": [
{
"name": "power",
"value": {
"propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"hierarchyId": "Turbine Asset Model"
}
}
],
"window": {
"tumbling": {
"interval": "5m"
}
}
}
},
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}

}

"unit": "kWh"

],
...

数式の使用
数式を使用すると、raw 産業データを変換および集計する数学関数を定義して、オペレーションに関する
洞察を得ることができます。数式を使用したアセットプロパティの定義方法については、データの変換
(変換) (p. 175) および プロパティおよびその他のアセットのデータ (指標) の集計 (p. 178) を参照して
ください。変換とメトリックは、式のプロパティです。
トピック
• 可変 (p. 184)
• リテラル (p. 184)
• 演算子 (p. 185)
• 定数 (p. 188)
• 関数 (p. 188)
• 数式表現チュートリアル (p. 216)

可変
変数は、数式で AWS IoT SiteWise アセットのプロパティを表します。変数を使用して、式中の他のア
セットプロパティから値を入力し、定数プロパティ ([attributes] (p. 172)) (属性) 、raw データストリーム
([measurements] (p. 174)) (測定値) 、および他の式プロパティからのデータを処理できるようにします。
変数は、同じアセットモデル、または関連する子アセットモデルのアセットプロパティを表すことができ
ます。子アセットモデルから変数を入力できるのは、メトリクス式のみです。
コンソールと API では、異なる名前で変数を識別します。
• [AWS IoT SiteWise console] (コンソール) — 式でアセットプロパティ名を変数として使用します。
• AWS IoT SiteWiseAPI (AWS CLI,AWSSDK)— 変数を定義するにはExpressionVariable構造体。これは、
変数名とアセットプロパティへのリファレンスを必要とします。変数名には小文字、数字、アンダース
コアを使用することができます。次に、式の中でアセットプロパティをリファレンスするために、変数
名を使用します。
変数名名では、大文字と小文字が区別されます。
詳細については、[Defining metrics] (p. 175) (メトリクスの定義) の [Defining transforms] (p. 178) (変換
の定義) を参照してください。

リテラル
数式式には、数値や文字列のリテラルを定義することができます。
•

数字
数字と科学的記数法を用いて、整数と 2 倍を定義することができる。[E notation] (指数表記) は指数表記
で数字を表現することができます。
例:1、 2.0、 .9、 -23.1、 7.89e3、 3.4E-5

•

文字列
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文字列を定義するには、' (引用符) と" (二重引用符) を使用します。開始と終了の引用符の種類は一致
させる必要があります。文字列の宣言に使用した引用符と一致する引用符をエスケープするには、その
引用符文字を 2 回使用します。AWS IoT SiteWise 文字列のエスケープ文字はこれだけです。
例: 'active'、 "inactive"、 '{"temp": 52}'、 "{""temp"": ""high""}"

演算子
式には、次の一般的な算術演算子を使用することができます。
演算子

説明

+

両オペランドが数値の場合、この算術演算子は左
右のオペランドを加算します。
どちらかのオペランドが文字列の場合、この算術
演算子は左右のオペランドを文字列として連結す
る。例えば、式 1 + 2 + " is three" は "3
is three" に評価される。連結された文字列は
最大 1024 文字まで可能である。文字列が 1024 文
字を超える場合、AWS IoT SiteWise はそのコン
ピューティングのためのデータポイントを出力し
ない。
左のオペランドから右のオペランドを減算しま
す。

-

この算術演算子は、数値オペランドにのみ使用で
きます。
左のオペランドを右のオペランドで除算します。

/

この算術演算子は、数値オペランドにのみ使用で
きます。
左右のオペランドを乗算します。

*

この算術演算子は、数値オペランドにのみ使用で
きます。
左のオペランドを右のオペランドでべき乗します
(べき乗)。

^

この算術演算子は、数値オペランドにのみ使用で
きます。
左のオペランドを右のオペランドで除算した剰余
を返します。結果の符号は、左オペランドと同じ
です。この動作は、モジュロ演算とは異なりま
す。

%

この算術演算子は、数値オペランドにのみ使用で
きます。
1 が x より小さい場合は y を返し、それ以外の場
合は 0 を返します。

x < y
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演算子

説明

x > y

1 が x より大きい場合は y を返し、それ以外の場
合は 0 を返します。

x <= y

1 が x より小さいか、または等しい場合は y を返
し、それ以外の場合は 0 を返します。

x >= y

1 が xより大きいか、または等しい場合は y を返
し、それ以外の場合は 0 を返します。

x == y

1 が x に等しい場合は y を返し、それ以外の場合
は 0 を返します。

x != y

1 が x に等しくない場合は y を返し、それ以外の
場合は 0 を返します。

!x

1 が x (false) と評価された場合は 0 を返し、それ
以外の場合は 0 を返します。
x は、次の場合に (false) と評価される。
• x は数値オペランドであり、0 に評価される。
• x は空白の文字列に評価される。
• x は空白の配列に評価される。
• x が None に評価される。
0 が xと評価された場合 (false) 、0 を返す。それ
以外の場合は、y の評価結果を返す。

x and y

x または y は、次の場合に (false) と評価される。
• x または y は数値オペランドであり、0 に評価
される。
• x または y は空白の文字列として評価される。
• x または y が空白の配列に評価されます。
• x または y が None に評価される。
1 が x (true) に評価された場合、1 を返す。それ以
外の場合は、y の評価結果を返す。

x or y

x または y は、次の場合に (false) と評価される。
• x または y は数値オペランドであり、0 に評価
される。
• x または y は空白の文字列として評価される。
• x または y が空白の配列に評価されます。
• x または y が None に評価される。
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演算子

説明

not x

1 が x (false) と評価された場合は 0 を返し、それ
以外の場合は 0 を返します。
x は、次の場合に (false) と評価される。
• x は数値オペランドであり、0 に評価される。
• x は空白の文字列に評価される。
• x は空白の配列に評価される。
• x が None に評価される。

[]

文字列 index のインデックス s にある文字を返
す。これは Python のインデックス構文に相当す
る。

s[index]

Example 例
• "Hello!"[1] は e を返します。
• "Hello!"[-2] は o を返します。
文字列 s のスライスを返す。これは Python のスラ
イス構文に相当する。この演算子は次の引数を持
つ。

[]
s[start:end:step]

• start -(オプション) スライスの包括的な開始
インデックスを指定します。デフォルトは 0 で
す。
• end -(オプション) スライスの排他的終了イン
デックスです。デフォルトは文字列の長さで
す。
• step -(オプション) スライスの各ステップで増
分する番号です。例えば、2 を指定すると1文字
おきにスライスを返し、-1 を指定するとスライ
スを反転させることができる。デフォルトは 1
です。
step 引数を省略すると、そのデフォルト値が使用
される。たとえば、s[1:4:1] と s[1:4] は同じ
です。
引数は整数または[none] (p. 188) (無し) 定数でな
ければならない。none を指定した場合、AWS IoT
SiteWise はその引数のデフォルト値を使用する。

Example 例
• "Hello!"[1:4] は "ell" を返します。
• "Hello!"[:2] は "He" を返します。
• "Hello!"[3:] は "lo!" を返します。
• "Hello!"[:-4] は "He" を返します。
• "Hello!"[::2] は "Hlo" を返します。
• "Hello!"[::-1] は "!olleH" を返します。
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定数
式には、次の一般的な数学定数を使用できます。すべての定数は大文字と小文字を区別しません。

Note
定数と同じ名前の変数を定義すると、その変数が定数をオーバーライドします。
[定数]

説明

pi

数字のπ (π) です: 3.141592653589793

e

数字のe: 2.718281828459045

true

数字の 1 に相当します。AWS IoT SiteWise では、
ブール値を数値に変換しています。

false

数字の 0 に相当します。AWS IoT SiteWise では、
ブール値を数値に変換しています。
無価値。この定数を使用すると、[conditional
expression] (p. 191) (条件式) の結果として何も
出力しないことができます。

none

関数
次の関数を使用して、数式中のデータを操作することができます。
変換とメトリクスは、それぞれ異なる機能をサポートしています。次の表は、各型の数式プロパティに対
応する関数の種類を示したものです。

Note
1つの数式に最大10個の関数を含めることができます。
関数型

変換

メトリクス

共通関数 (p. 189)

はい

はい

比較関数 (p. 190)

はい

はい

条件関数 (p. 191)

はい

はい

文字列関数 (p. 192)

はい

はい

集計関数 (p. 194)

いいえ

はい

時間関数 (p. 196)

はい

はい

日付および時刻関数 (p. 199)

はい

はい

関数構文
関数を作成するには、次の構文を使用します。
通常の構文
通常の構文では、関数名の後に括弧が付き、引数は 0 個以上となります。
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function_name(argument1, argument2, argument3, ...)。例えば、通常の構文を持つ関数
は、log(x) や contains(s, substring) のようになります。
統一関数呼び出し構文 (UFCS)
UFCSでは、オブジェクト指向プログラミングにおけるメソッド呼び出しの構文を用いて、関数を呼
び出すことができる。UFCSでは、最初の引数の後にドット (.) が付き、次に関数名、残りの引数があ
る場合は括弧の中に入る。
argument1.function_name(argument2, argument3, ...)。例えば、UFCSを使った関数
は、x.log() や s.contains(substring) のようになります。
また、UFCS を使って後続の関数を連鎖させることができます。AWS IoT SiteWise は、現在の関数の
評価結果を次の関数の第一引数として使用します。
例えば、message.jp('$.status').lower().contains('fail') の代わりに
contains(lower(jp(message, '$.status')),'fail') を使用することができます。
詳しくは、[D Programming Language] (D プログラミング言語) のウェブサイトをご覧ください。

Note
AWS IoT SiteWise の全機能に UFCS を使用することができます。
AWS IoT SiteWise 関数は、大文字と小文字を区別しません。例えば、lower(s) と Lower(s)
を入れ替えて使用することができます。

共通関数
[transforms] (p. 175) (変換) と [metrics] (p. 178) (メトリクス) において、一般的な数学的関数をコン
ピューティングすることができます。
関数

説明

abs(x)

x の絶対値を返します。

acos(x)

x のアークコサイン (逆余弦) を返します。

asin(x)

x のアークサイン (逆正弦) を返します。

atan(x)

x のアークタンジェント (逆正接) を返します。

cbrt(x)

x の立方根を返します。

ceil(x)

x より大きい最も近い整数を返します。

cos(x)

x のコサイン (余弦) を返します。

cosh(x)

x のハイパーボリックコサイン (双曲線余弦) を返
します。

cot(x)

x のコタンジェントを返します。

exp(x)

e の x 乗を返します。

expm1(x)

戻り値exp(x) - 1。exp(x) - 1 が小さい値で
ある場合に、より正確に x をコンピューティング
するためにこの関数を使用します。

floor(x)

x より小さい最も近い整数を返します。

log(x)

loge の e (底 x) を返します。
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関数

説明

log10(x)

log10 の 10 (底 x) を返します。

log1p(x)

戻り値log(1 + x)。log(1 + x) が小さい値で
ある場合に、より正確に x をコンピューティング
するためにこの関数を使用します。

log2(x)

log2 の 2 (底 x) を返します。

pow(x, y)

x の y 乗を返します。x ^ y に相当します。

signum(x)

x (負の入力の場合は -1、ゼロの入力の場合は 0、
正の入力の場合は +1) 符号を返します。

sin(x)

x のサイン (正弦) を返します。

sinh(x)

x のハイパーボリックサイン (双曲線正弦) を返し
ます。

sqrt(x)

x の平方根を返します。

tan(x)

x のタンジェント (正接) を返します。

tanh(x)

x のハイパーボリックタンジェント (双曲線正接)
を返します。

比較関数
[transforms] (p. 175) (変換) と[metrics] (p. 178) (メトリクス) では、次の比較関数を使用して 2 つの
値を比較し、1 (true) または 0 (false) を出力することができます。AWS IoT SiteWise は、[lexicographic
order] (辞書式順序) で文字列を比較します。
関数

説明

gt(x, y)

1 が x より大きい場合は y を返し、それ以外の場
合は 0 (x > y) を返します。
この関数は、x と y が数値と文字列のように互換
性のない型の場合は、値を返さない。
1 が x より大きいか、または等しい場合は y を返
し、それ以外の場合は 0 (x ≥ y) を返します。

gte(x, y)

AWS IoT SiteWise は、引数が 1E-9 の相対的な
許容範囲内にある場合、等しいとみなす。これは
Python のisclose 関数と同じような動作をします。
この関数は、x と y が数値と文字列のように互換
性のない型の場合は、値を返さない。
1 が x に等しい場合は y を返し、それ以外の場合
は 0 (x == y) を返します。

eq(x, y)

AWS IoT SiteWise は、引数が 1E-9 の相対的な
許容範囲内にある場合、等しいとみなす。これは
Python のisclose 関数と同じような動作をします。

190

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
データのプロパティを定義する。

関数

説明
この関数は、x と y が数値と文字列のように互換
性のない型の場合は、値を返さない。
1 が x より小さい場合は y を返し、それ以外の場
合は 0 (x < y) を返します。

lt(x, y)

この関数は、x と y が数値と文字列のように互換
性のない型の場合は、値を返さない。
1 が x より小さいか、または等しい場合は y を返
し、それ以外の場合は 0 (x ≤ y) を返します。

lte(x, y)

AWS IoT SiteWise は、引数が 1E-9 の相対的な
許容範囲内にある場合、等しいとみなす。これは
Python のisclose 関数と同じような動作をします。
この関数は、x と y が数値と文字列のように互換
性のない型の場合は、値を返さない。
1 が x に等しい場合は NaN を返し、それ以外の場
合は 0 を返します。

isnan(x)

x が文字列の場合、この関数は値を返さない。

条件関数
[transforms] (p. 175) (変換) と[metrics] (p. 178) (メトリクス) では、次のような関数を使用して条件を
チェックし、その条件が true と評価されるか false と評価されるかで異なる結果を返すことができます。
関数

説明
condition を評価し、条件がtrueの場
合は result_if_true、falseの場合は
result_if_false を返す。

if(condition, result_if_true,
result_if_false)

conditionは数字でなければなりません。この関
数は、0 と空文字列を false とし、それ以外 (NaN
を含む) を true と見なします。ブール値は、0
(false) 、1 (true) に変換されます。
この関数から[none] (p. 188) (無し) 定数を返す
ことで、特定の条件の出力を破棄することができ
ます。つまり、条件を満たさないデータポイン
トをフィルタリングすることができるのです。詳
細については、「データポイントのフィルタリン
グ (p. 217)」を参照してください。

Example 例
• if(0, x, y) は変数 y を返す。
• if(5, x, y) は変数 x を返す。
• if(gt(temp, 300), x, y) は、変数 x が
temp よりも大きい場合、変数 300 を返す。
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関数

説明
• if(gt(temp, 300), temp, none) が temp
以上なら変数 300 を、none が temp より小さ
いなら (300値なし) を返す。
1つ以上の引数が条件付き関数である入れ子
関数には、UFCS を使用することをお勧めし
ます。if(condition, result_if_true)
で条件を評価し、elif(condition,
result_if_true, result_if_false) で追加
の条件を評価することができます。
例えば、if(condition1,
result1_if_true).elif(condition2,
result2_if_true, result2_if_false) の代
わりに if(condition1, result1_if_true,
if(condition2, result2_if_true,
result2_if_false)) を使用することができま
す。
追加の中間条件関数を連結することもできます。
たとえば、次を使用できます。if(condition1,
result1_if_true).elif(condition2,
result2_if_true).elif(condition3,
result3_if_true, result3_if_false)複
数ネストする代わりにif次のようなステートメ
ントif(condition1, result1_if_true,
if(condition2, result2_if_true,
if(condition3, result3_if_true
result3_if_false)))。

Important
UFCS で elif(condition,
result_if_true,
result_if_false) を使用する必要があ
ります。

文字列関数
[transforms] (p. 175) (変換) と[metrics] (p. 178) (メトリクス) では、次の関数を使用して文字列を操作す
ることができます。詳細については、「数式で文字列を使用する。 (p. 216)」を参照してください。

Important
数式では、倍値または文字列値のみを出力できます。入れ子になった式は、文字列など他のデー
タ型を出力することができますが、式全体としては、数値または文字列として評価されなけれ
ばなりません。[jp function] (p. 193) (jp 関数) を使うと、文字列を数値に変換することができま
す。ブール値は 1 (true) または 0 (false) でなければならない。詳細については、「未定義の値、
無限の値、およびオーバーフロー値 (p. 218)」を参照してください。
関数

説明

len(s)

文字列 s の長さをを返します。
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関数

説明

find(s, substring)

文字列 substring が文字列 s に含まれるイン
デックスを返す。

contains(s, substring)

文字列 1 が文字列 s を含んでいれば
substring、それ以外の場合は 0 を返します。

upper(s)

文字列 s を大文字で返す。

lower(s)

文字列 s を小文字に変換して返す。
文字列を評価しますsとJsonPath表
現json_pathそして結果を返します。

jp(s, json_path)

この関数を使うと、次のことができます。
• シリアル化された JSON 構造体から値、配列、
またはオブジェクトを取り出す。
• 文字列を数値に変換する。例えば、jp('111',
'$') という数式は、111 を数値として返す。
JSON 構造体から文字列値を取り出し、数値とし
て返すには、複数の入れ子 jp 関数を使用する必要
があります。外側の jp 関数は JSON 構造体から
文字列を抽出し、内側の jp 関数はその文字列を数
値に変換する。
文字列 json_path には、文字列リテラルを含め
る必要があります。つまり、json_path は文字列
として評価される式ではありえないということで
す。

Example 例
• jp('{"status":"active","value":15}',
'$.value') は 15 を返します。
• jp('{"measurement":
{"reading":25,"confidence":0.95}}',
'$.measurement.reading') は 25 を返しま
す。
• jp('[2,8,23]', '$[2]') は 23 を返しま
す。
• jp('{"values":[3,6,7]}',
'$.values[1]') は 6 を返します。
• jp('111', '$') は 111 を返します。
• jp(jp('{"measurement":
{"reading":25,"confidence":"0.95"}}',
'$.measurement.confidence'), '$') は
0.95 を返します。
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関数

説明

join(s0, s1, s2, s3, ...)

文字列をデリミタ付きで連結して返す。この関数
は、最初の入力文字列をデリミタとして使い、残
りの入力文字列を結合する。これは以下のよう
に動作します参加 (CharSequence 区切り記号、
CharSequence... 要素)Java の関数。

Example 例
• join("-", "aa", "bb", "cc")返却値aabb-cc
format(expression: "format") または
format("format", expression) **

指定された書式の文字列を返す。この関数
は、expression を評価し、指定されたフォー
マットで値を返す。これは、Javaのformat (String
format, Object... args)関数と同じような動作をし
ます。サポートされるフォーマットの詳細につ
いては、Java Platform, Standard Edition 7 API
SpecificationのClass Formatterの Conversions を
参照してください。

Example 例
• format(100+1: "d") は整数 101 を返す。
• format("The result is %d", 100+1) は
文字列 The result is 101 を返す。
連結された文字列を返す。この書式付き関数を使
うと、簡単な式で文字列の連結や書式設定を行う
ことができます。これらの関数は、入れ子になっ
た式を含むことができる。{} (中括弧) を使って、
式を補間することができます。これは、Python
の[formatted string literals] (フォーマットされた文
字列リテラル) と同じような動作をします。

f'expression'

Example 例
• f'abc{1+2: "f"}d' は abc3.000000d を返
します。この例の式を評価するには、次のよう
にします。
1. format(1+2: "f") は浮動小数点数
3.000000 を返します。
2. join('', "abc", 1+2, 'd') は文字列
abc3.000000d を返す。
また、次のように式を書くこともできま
す。join('', "abc", format(1+2: "f"),
'd')。

集計関数
[metrics] (p. 178) (メトリクス) のみでは、各タイムインターバルの入力値を集計し、単一の出力値を算出
する次の関数を使用することができます。集計関数は、関連付けられたアセットからデータを集計できま
せん。
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集計関数の引数には次のものがあります変数 (p. 184),数値リテラル (p. 184),一時関数 (p. 196)、入れ
子になった式、または集計関数。計算式max(latest(x), latest(y), latest(z))集計関数を引数と
して使用し、の現在の最大値を返しますx,y、およびzプロパティ。
集計関数に入れ子になった式を使用することができます。入れ子になった式を使用する場合、次のルール
が適用されます。
• 各引数は1つの変数しか持つことができません。

Example
例えば、avg(x*(x-1)) と sum(x/2 )/avg(y^2 ) がサポートされています。
例えば、min(x/y) はサポートされていません。
• 各引数は多段階に入れ子になった式を持つことができる。

Example
例えば、sum(avg(x^2 )/2) がサポートされています。
• 引数によって、異なる変数を持つことができます。

Example
例えば、sum(x/2, y*2) がサポートされています。

Note
• 式に測定値が含まれている場合、AWS IoT SiteWise では測定値の現在の時間間隔での最後の値
を使用して集計をコンピューティングします。
• 式に属性が含まれている場合、AWS IoT SiteWise ではその属性の最新値をコンピューティング
して集計を行います。

関数

説明

avg(x0, ..., xn)

現在の時間間隔における指定された変数値の平均
を返します。
この関数は、与えられた変数が現在の時間間隔に
少なくとも 1 つのデータポイントを持つ場合にの
みデータポイントを出力します。
現在の時間間隔における指定された変数値の合計
を返します。

sum(x0, ..., xn)

この関数は、与えられた変数が現在の時間間隔に
少なくとも 1 つのデータポイントを持つ場合にの
みデータポイントを出力します。
現在の時間間隔における指定された変数の最小値
を返します。

min(x0, ..., xn)

この関数は、与えられた変数が現在の時間間隔に
少なくとも 1 つのデータポイントを持つ場合にの
みデータポイントを出力します。
現在の時間間隔における指定された変数の最大値
を返します。

max(x0, ..., xn)
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関数

説明
この関数は、与えられた変数が現在の時間間隔に
少なくとも 1 つのデータポイントを持つ場合にの
みデータポイントを出力します。
現在の時間間隔における指定された変数のデー
タポイントの合計数を返します。条件を満たす
データポイントの数を数える方法の詳細につい
ては、「条件に一致するデータポイントを数え
る。 (p. 217)」を参照してください。

count(x0, ..., xn)

この関数は、時間間隔ごとにデータポイントを計
算します。

時間関数
一時的な関数を使用すると、データポイントのタイムスタンプに基づいた値を返すことができます。

メトリクスで時間関数を使用する。
[metrics] (p. 178) (メトリクス) のみ、データポイントのタイムスタンプに基づいた値を返す次の関数を使
用できます。
時系列関数の引数は、ローカルアセットモデルまたはネストされたエクスプレッションからのプロパティ
でなければなりません。これは、子アセットモデルのプロパティを一時関数で使用できないことを意味し
ます。
一時関数で入れ子になった式を使用することができます。入れ子になった式を使用する場合、次のルール
が適用されます。
• 各引数は1つの変数しか持つことができません。
例えば、latest( t*9/5 + 32 ) がサポートされています。
• 引数には集計関数を指定できません。
例えば、first( sum(x) ) はサポートされていません。

関数

説明

first(x)

現在の時間間隔における最も早いタイムスタンプ
を持つ、指定された変数値を返します。
現在の時間間隔における最新のタイムスタンプを
持つ、指定された変数値を返します。

last(x)

指定された変数の値を、現在の時間間隔より前の
最も古いタイムスタンプで返します。

earliest(x)

入力プロパティの履歴に少なくとも 1 つのデータ
ポイントがある場合、この関数は、時間間隔ごと
にデータポイントを計算します。
現在の時間間隔が終了する前の最新のタイムスタ
ンプを持つ、指定された変数値を返します。

latest(x)
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関数

説明
入力プロパティの履歴に少なくとも 1 つのデータ
ポイントがある場合、この関数は、時間間隔ごと
にデータポイントを計算します。
指定された時間間隔において、指定された変数が
正である時間 (秒単位) を返します。[comparison
functions] (p. 190) (比較関数) を使用し
て、statetime 関数が消費する変換プロパティを
作成することができます。

statetime(x)

たとえば、持っている場合Idleというプロパ
ティ0または1では、次の式で時間間隔あたり
のアイドル時間を計算できます。IdleTime =
statetime(Idle)。 詳細については、『』を
参照してください。ステートタイムシナリオの
例 (p. 197)。
この関数は、入力変数としてメトリクスプロパ
ティをサポートしていません。
入力プロパティの履歴に少なくとも 1 つのデータ
ポイントがある場合、この関数は、時間間隔ごと
にデータポイントを計算します。
次の図は、AWS IoT SiteWise が現在の時間間隔に対する時間関数 first、last、earliest、および
latest を計算する方法を示しています。

Example statetime シナリオの例
次のプロパティを持つアセットがある例を考えてみましょう。
• Idle - 0 または 1 である測定値をいう。値が 1 の場合、マシンはアイドル状態です。
• Idle Time - 1分間隔で、機械がアイドル状態である時間を秒単位でコンピューティングする式
statetime(Idle) を使用した指標。
Idle プロパティには、以下のデータポイントがあります。
タイムスタンプ 2:00:00 PM

2:00:30 PM

2:01:15 PM

2:02:45 PM

2:04:00 PM

Idle

1

1

0

0

0

AWS IoT SiteWise は、Idle の値から 1 分ごとに Idle Time プロパティを計算します。この計算が完了
すると、Idle Time プロパティには次のデータポイントが存在します。
タイムスタンプ 2:00:00 PM

2:01:00 PM

2:02:00 PM

2:03:00 PM

2:04:00 PM

Idle Time

30

60

45

0

該当なし
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AWS IoT SiteWise は、各分の終わりに、Idle Time に対して次の計算を実行します。
• 2:00 PM 時点 (1:59 PM から 2:00 PM の場合)
• Idle には 2:00 PM より前のデータがないため、データポイントは計算されません。
• 2:01 PM 時点 (2:00 PM から 2:01 PM の場合)
• 2:00:00 PM の時点で、マシンはアクティブです (Idle は 0)。
• 2:00:30 PM の時点で、マシンはアイドル状態です (Idle は 1)。
• 2:01:00 PM にインターバルが終了する前に Idle は再度変更されないため、Idle Time は 30 秒に
なります。
• 2:02 PM 時点 (2:01 PM から 2:02 PM の場合)
• 2:01:00 PM の時点で、マシンはアイドル状態です (2:00:30 PM 時点の直前のデータポイントによ
る)。
• 2:01:15 PM の時点で、マシンはまだアイドル状態です。
• 2:02:00 PM にインターバルが終了する前に Idle は再度変更されないため、Idle Time は 60 秒に
なります。
• 2:03 PM 時点 (2:02 PM から 2:03 PM の場合)
• 2:02:00 PM の時点で、マシンはアイドル状態です (2:01:15 PM 時点の直前のデータポイントによ
る)。
• 2:02:45 PM の時点で、マシンはアクティブです。
• 2:03:00 PM にインターバルが終了する前に Idle は再度変更されないため、Idle Time は 45 秒に
なります。
• 2:04 PM 時点 (2:03 PM から 2:04 PM の場合)
• 2:03:00 PM の時点で、マシンはアクティブです (2:02:45 PM 時点の直前のデータポイントによる)。
• 2:04:00 PM にインターバルが終了する前に Idle は再度変更されないため、Idle Time は 0 秒にな
ります。

変換で時間関数を使用する
[transforms] (p. 175) (変換) のみ、pretrigger() 関数を使用して、現在の変換コンピューティングのト
リガーとなったプロパティ更新前の変数の GOOD 品質値を取得することができます。
例えば、あるメーカーが機械の状態をモニタリングするために AWS IoT SiteWise を使用する場合を考え
てみましょう。メーカーは、次のような測定値と変換を使用してプロセスを表現しています。
• 測定値 current_state は 0 または 1 となります。
• 本機がクリーニング状態の場合、current_state は 1 になる。
• 機械が製造状態にある場合、current_state は 0 になる。
• cleaning_state_durationに相当する変換、if(pretrigger(current_state) == 1,
timestamp(current_state) - timestamp(pretrigger(current_state)), none)。この変
換は、マシンがクリーニング状態である時間を秒単位で Unix エポックフォーマットで返します。詳しく
は、条件関数 (p. 191) およびtimestamp () (p. 199)(タイムスタンプ) 関数を参照してください。
クリーニング状態が予想以上に長く続くようであれば、メーカーが調査する場合もあるります。
また、多変量変換で pretrigger() 関数を使うこともできます。例えば、x、y という 2 つの測定値が
あり、z と等しい変換値 x + y + pretrigger(y) があるとします。次の表は、午前 9 時から午前 9 時
15 分までの x、y、z の値である。

Note
• この例では、測定値の値が時系列に到着することを想定しています。例えば、午前 09 時 00 分
のx の値は、午前 09 時 05 分の x の値より先に到着する。
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• 午前 9 時 5 分のデータポイントが午前 9 時のデータポイントより先に到着した場合、午前 9 時
5 分には z はコンピューティングされません。
• 午前 9 時 5 分 の x の値が午前 9 時の x の値より先に到着し、y の値が時系列に到着する場
合、z は午前 9 時 5 分の 22 = 20 + 1 + 1 と等しくなる。

午前 9 時 0 分

午前 9 時 5 分

午前 9 時 10 分

午前 9 時 15 分

x

10

20

y

1

2

3

z = x + y +
pretrigger(y)

y は午前 09:00 以
前にデータポイ
ントを受信して
いません。した
がって、z は午
前 09:00 にはコン
ピューティングさ
れません。

23 = 20 + 2 + 1

25 = 20 + 3 + 2

pretrigger(y)
は 1 に等しい。

x は新しいデー
y は新しいデー
タポイント
タポイントを受
を受信しませ
信しません。し
ん。pretrigger(y)たがって、午前
09 時 15 分には
は 2 に等しい。
pretrigger(y)
は3に等しい。

30

36 = 30 + 3 + 3

日付および時刻関数
[transforms] (p. 175) (変換) と[metrics] (p. 178) (メトリクス) では、日付と時刻の関数を次のように使用
できます。
• データポイントの現在のタイムスタンプを UTC またはローカルタイムゾーンで取得する。
• year、month、day_of_month などの引数でタイムスタンプを構成する。
• unix_time 引数で年や月などの期間を抽出する。

関数

説明

now()

現在の日付と時刻を Unix エポックフォーマットで
秒単位で返します。

timestamp()

• 変換では、この関数は入力メッセージのタイム
スタンプをUnixエポックフォーマットで秒単位
で返します。
変換のみでは、次のいずれかを行うことができ
ます。
• 関数の引数として変数を与え
る。timestamp(variable-name) 関数は、
指定された変数の最新の GOOD 品質値のタイ
ムスタンプを Unix のエポックフォーマットで
秒単位で返す。
例えば、アセットに Temperature_F
という変換プロパティがあり、 9/5 *
Temperature_C 式を使用して各温度デー
タポイントを摂氏から華氏に変換する場
合、timestamp(Temperature_F) 関数を
使用して、GOOD プロパティに対する最新の
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関数

説明
Temperature_F 品質値のタイムスタンプを
取得することができます。
• pretrigger() 関数の引数として使用しま
す。timestamp(pretrigger(variablename)) 関数は、現在の変換コンピューティン
グのトリガーとなったプロパティ更新前の指
定された変数の GOOD 品質値のタイムスタン
プを Unix エポックフォーマットで秒単位で返
します。詳細については、「変換で時間関数
を使用する (p. 198)」を参照してください。
• メトリクスでは、この関数は、現在のウィンド
ウの終了時に取得したタイムスタンプを Unix エ
ポックフォーマットで秒単位で返します。

mktime(time_zone, year, month,
day_of_month, hour, minute, second)

入力された時刻を Unix エポックフォーマットで秒
単位で返します。
この機能を使用するには、次の条件があります。
• タイムゾーンの引数は、引用符で囲まれた文字
列 ('UTC') でなければならない。指定されな
かった場合、デフォルトのタイムゾーンは UTC
です。
タイムゾーン引数は、最初または最後の引数と
することができる。
• 年、月、日、時、分、秒の引数は順番に指定す
る必要があります。
• 年、月、日付の引数は必須です。
この機能を使用する場合、次の制限があります。
• year - 有効な値は 1970～2250 です。
• month - 有効な値は 1～12 です。
• day-of-month - 有効な値は 1～31 です。
• hour - 有効な値は 0～23 です。
• minute - 有効な値は 0～59 です。
• second - 有効な値は 0～60 です。浮動小数点数
であってもよい。
例:
• mktime(2020, 2, 29)
• mktime('UTC+3', 2021, 12, 31, 22)
• mktime(2022, 10, 13, 2, 55, 13.68,
'PST')
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関数

説明

localtime(unix_time, time_zone)

Unix 時間から、指定されたタイムゾーンの年、
月、曜日、日、時、分、秒を返します。
この機能を使用するには、次の条件があります。
• タイムゾーンの引数は、引用符で囲まれた文字
列 ('UTC') でなければならない。指定されな
かった場合、デフォルトのタイムゾーンは UTC
です。
• Unix time 引数は、Unix エポックフォーマット
による秒単位の時間である。有効な範囲は 1～
31556889864403199 です。浮動小数点数であっ
てもよい。
レスポンスの
例:2007-12-03T10:15:30+01:00[Europe/
Paris]

localtime(unix_time, time_zone)
は単体の機能ではありませ
ん。year()、mon()、mday、wday()、yday()、hour()、min
関数は、localtime(unix_time, time_zone)
を引数とする。
例:
• year(localtime('GMT',
1605898608.8113723))
• now().localtime().year()
• timestamp().localtime(‘PST’).year()
• localtime(1605289736, ‘Europe/
London’).year()
year(localtime(localtime(unix_time,
time_zone))

localtime(unix_time, time_zone) から年を
返します。

mon(localtime(unix_time, time_zone))

localtime(unix_time, time_zone) から月を
返します。

mday(localtime(unix_time, time_zone))

localtime(unix_time, time_zone) から月の
特定の日を返します。

wday(localtime(unix_time, time_zone))

localtime(unix_time, time_zone) から週の
特定の日を返します。

yday(localtime(unix_time, time_zone))

localtime(unix_time, time_zone) から年の
特定の日を返します。

hour(localtime(unix_time, time_zone))

localtime(unix_time, time_zone) から時間
を返します。

minute(localtime(unix_time,
time_zone))

localtime(unix_time, time_zone) からの分
数を返します。
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関数

説明

sec(localtime(unix_time, time_zone))

localtime(unix_time, time_zone) から 2
番目を返すします

対応するタイムゾーン形式
タイムゾーンの引数は、次の方法で指定することができます。
• タイムゾーンオフセット - UTC の場合は 'Z'、オフセット ('+2' または '-5') を指定します。
• オフセットID - タイムゾーンの略語とオフセットを組み合わせて使用します。例えば、'GMT+2' と
'UTC-01:00' です。タイムゾーンの略語には3文字のみを使用します。サポートされているタイムゾー
ンの略語の一覧は、対応するタイムゾーンの略語とリージョンベース ID。 (p. 202) を参照してくださ
い。
• リージョンベースの ID - 例えば、'Etc/GMT+12' や 'Pacific/Pago_Pago' など。サポートされる
リージョンベースの ID の一覧は、対応するタイムゾーンの略語とリージョンベース ID。 (p. 202) を
参照してください。

対応するタイムゾーンの略語とリージョンベース ID。
日付と時刻の機能は、次の 3 文字のタイムゾーンの略語をサポートしています。
• 東部標準時 -05:00
• 日本時間 - -10:00
• アメリカ標準時 -07:00
• ACT - オーストラリア/ダーウィン
• AET - オーストラリア/シドニー
• AGT - アメリカ/アルゼンチン/ブエノスアイレス
• ART - アフリカ/カイロ
• AST - アメリカ/アンカレッジ
• BET - アメリカ/サンパウロ
• BST - アジア/ダッカ
• CAT - アフリカ/ハラール
• CNT - アメリカ/セントジョンズ
• CST - アメリカ/シカゴ
• CTT - アジア/上海
• EAT - アフリカ/アディスアベバ
• CET - ヨーロッパ/パリ
• IET - アメリカ/インディアナ/インディアナポリス
• IST - アジア/コルカタ
• JST - アジア/東京
• MIT - 太平洋/アピア
• NET - アジア/エレバン
• NST - 太平洋/オークランド
• PLT - アジア/カラチ
• PRT - アメリカ/プエルトリコ
• PST - アメリカ/ロスアンジェルス
• SST - 太平洋/ガダルカナル
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• VST - アジア/ホーチミン
日付と時刻の機能は、次のリージョンベースの ID をサポートしています。
• その他/GMT+12 (UTC-12:00)
• 太平洋/パゴパゴ (UTC-11:00)
• 太平洋/サモア (UTC-11:00)
• 太平洋/ニウエ (UTC-11) :00)
• アメリカ/サモア (UTC-11:00)
• その他/GMT+11 (UTC-11:00)
• 太平洋/ミッドウェイ (UTC-11:00)
• 太平洋/ホノルル (UTC-10:00)
• 太平洋/ラロトンガ島 (UTC-10:00)
• 太平洋/タヒチ (UTC-10:00)
• 太平洋/ジョンストン (UTC-10:00)
• アメリカ/ハワイ (UTC-10:00)
• SystemV/HST10 (UTC-10:00)
• その他/GMT+10 (UTC-10:00)
• 太平洋/マルケサス諸島 (UTC-09:30)
• その他/GMT+9 (UTC-09:00)
• 太平洋/ガンビア (UTC-09:00)
• アメリカ/アトカ (UTC-09:00)
• SystemV/YST9 (UTC-09:00)
• アメリカ/アダック (UTC-09:00)
• アメリカ/アリューシャン (UTC-09:00)
• その他/GMT+8 (UTC-08:00)
• アメリカ/アラスカ (UTC-08:00)
• アメリカ/ジュノー (UTC-08:00)
• アメリカ/メトラカトラ (UTC-08:00)
• アメリカ/ヤクタト (UTC-08:00)
• 太平洋/ピトケアン (UTC-08:00)
• アメリカ/シトカ (UTC-08:00)
• アメリカ/アンカレッジ (UTC-08:00)
• SystemV/PST8 (UTC-08:00)
• アメリカ/ノーム (UTC-08:00)
• SystemV/YST9YDT (UTC-08:00)
• カナダ/ユーコン (UTC-07:00)
• アメリカ/太平洋-新 (UTC-07:00)
• その他/GMT+7 (UTC-07:00)
• アメリカ/アリゾナ州 (UTC-07:00)
• アメリカ/ドーソンクリーク (UTC-07:00)
• カナダ/太平洋 (UTC-07:00)
• PST8PDT (UTC-07:00)
• SystemV/MST7 (UTC-07:00)
• アメリカ/ドーソン (UTC-07:00)
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• メキシコ/BajaNorte (UTC-07:00)
• アメリカ/ティファナ (UTC-07:00)
• アメリカ/クレストン (UTC-07:00)
• アメリカ/エルモシロ (UTC-07:00)
• アメリカ/サンタイザベル (UTC-07:00)
• アメリカ/バンクーバー (UTC-07:00)
• アメリカ/エンセナダ (UTC-07:00)
• アメリカ/フェニックス (UTC-07:00)
• アメリカ/ホワイトホース (UTC-07:00)
• アメリカ/フォートネルソン (UTC-07:00)
• SystemV/PST8PDT (UTC-07:00)
• アメリカ/ロサンゼルス (UTC-07:00)
• アメリカ/太平洋 (UTC-07:00)
• アメリカ/エルサルバドル (UTC-06:00)
• アメリカ/グアテマラ (UTC-06:00)
• アメリカ/ベリーズ (UTC-06:00)
• アメリカ/マナグア (UTC-06:00)
• アメリカ/テグシガルパ (UTC-06:00)
• その他/GMT+6 (UTC-06:00)
• 太平洋/イースター (UTC-06:00)
• メキシコ/BajaSur (UTC-06:00)
• アメリカ/レジーナ (UTC-06:00)
• アメリカ/デンバー (UTC-06:00)
• 太平洋/ガラパゴス (UTC-06:00)
• アメリカ/イエローナイフ (UTC-06:00)
• アメリカ/スウィフトカレント (UTC-06:00)
• アメリカ/イヌビック (UTC-06:00)
• アメリカ/マサトラン (UTC-06:00)
• アメリカ/ボイズ (UTC-06:00)
• アメリカ/コスタリカ (UTC-06:00)
• MST7MDT (UTC-06:00)
• SystemV/CST6 (UTC-06:00)
• アメリカ/チワワ (UTC-06:00)
• アメリカ/オジナガ (UTC-06:00)
• チリ/EasterIsland (UTC-06:00)
• アメリカ/山地 (UTC-06:00)
• アメリカ/エドモントン (UTC-06:00)
• カナダ/山地 (UTC-06:00)
• アメリカ/ケンブリッジベイ (UTC-06:00)
• ナバホ (UTC-06:00)
• SystemV/MST7MDT (UTC-06:00)
• カナダ/サスカチュワン (UTC-06:00)
• アメリカ/シップロック (UTC-06:00)
• アメリカ/パナマ (UTC-05:00)
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• アメリカ/シカゴ (UTC-05:00)
• アメリカ/シカゴ (UTC-05:00)
• その他/GMT+5 (UTC-05:00)
• メキシコ/一般 (UTC-05:00)
• アメリカ/ポルトアクレ (UTC-05:00)
• アメリカ/グアヤキル (UTC-05:00)
• アメリカ/ランキンインレット (UTC-05:00)
• アメリカ/中部 (UTC-05:00)
• アメリカ/レイニーリバー (UTC-05:00)
• アメリカ/インディアナ/ノックス (UTC-05:00)
• アメリカ/ノースダコタ/ビューラ (UTC-05:00)
• アメリカ/モンテレイ (UTC-05:00)
• アメリカ/ジャマイカ (UTC-05:00)
• アメリカ/アティコカン (UTC-05:00)
• アメリカ/コーラルハーバー (UTC-05:00)
• アメリカ/ノースダコタ/中部 (UTC-05:00)
• アメリカ/ケイマン (UTC-05:00)
• アメリカ/インディアナ/テルシティ (UTC-05:00)
• アメリカ/メキシコシティ (UTC-05:00)
• アメリカ/マタモロス (UTC-05:00)
• CST6CDT (UTC-05:00)
• アメリカ/ノックスインディアナ州 (UTC-05:00)
• アメリカ/ボゴタ (UTC-05:00)
• アメリカ/メノマニー (UTC-05:00)
• アメリカ/レゾリュート (UTC-05:00)
• SystemV/EST5 (UTC-05:00)
• カナダ/中部 (UTC-05:00)
• ブラジル/アクレ (UTC-05:00)
• アメリカ/カンクン (UTC-05:00)
• アメリカ/リマ (UTC-05:00)
• アメリカ/バイアバンデラス (UTC-05:00)
• アメリカ/インディアナ-スターク (UTC-05:00)
• アメリカ/リオブランコ (UTC-05:00)
• SystemV/CST6CDT (UTC-05:00)
• ジャマイカ (UTC-05:00)
• アメリカ/メリダ (UTC-05:00)
• アメリカ/ノースダコタ/ニューセーラム (UTC-05:00)
• アメリカ/ウィニペグ (UTC-05:00)
• アメリカ/クイアバ (UTC-04:00)
• アメリカ/マリゴ (UTC-04:00)
• アメリカ/インディアナ/ピーターズバーグ (UTC-04:00)
• チリ/コンチネンタル (UTC-04:00)
• アメリカ/グランドターク (UTC-04:00)
• キューバ (UTC-04:00)
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• その他/GMT+4 (UTC-04:00)
• アメリカ/マナウス (UTC-04:00)
• アメリカ/フォートウェイン (UTC-04:00)
• アメリカ/セントトーマス (UTC-04:00)
• アメリカ/アンギラ (UTC-04:00)
• アメリカ/ハバナ (UTC-04:00)
• アメリカ/ミシガン (UTC-04:00)
• アメリカ/バルバドス (UTC-04:00)
• アメリカ/ルイビル (UTC-04:00)
• アメリカ/キュラソー (UTC-04:00)
• アメリカ/ガイアナ (UTC-04:00)
• アメリカ/マルティニーク (UTC-04:00)
• アメリカ/プエルトリコ (UTC-04:00)
• アメリカ/ポートオブスペイン (UTC-04:00)
• SystemV/AST4 (UTC-04:00)
• アメリカ/インディアナ/ベベイ (UTC-04:00)
• アメリカ/インディアナ/ビンセンズ (UTC-04:00)
• アメリカ/クラレンダイク (UTC-04:00)
• アメリカ/アンティグア (UTC-04:00)
• アメリカ/インディアナポリス (UTC-04:00)
• アメリカ/イカルイト (UTC-04:00)
• アメリカ/セントビンセント (UTC-04:00)
• アメリカ/ケンタッキー/ルイビル (UTC-04:00)
• アメリカ/ドミニカ (UTC-04:00)
• アメリカ/アスンシオン (UTC-04:00)
• EST5EDT (UTC-04:00)
• アメリカ/ナッソー (UTC-04:00)
• アメリカ/ケンタッキー/モンティセロ (UTC-04:00)
• ブラジル/西部 (UTC-04:00)
• アメリカ/アルバ (UTC-04:00)
• アメリカ/インディアナ/インディアナポリス (UTC-04:00)
• アメリカ/サンティアゴ (UTC-04:00)
• アメリカ/ラパス (UTC-04:00)
• アメリカ/サンダーベイ (UTC-04:00)
• アメリカ/インディアナ/マレンゴ (UTC-04:00)
• アメリカ/ブランサブロン (UTC-04:00)
• アメリカ/サントドミンゴ (UTC-04:00)
• アメリカ/東部 (UTC-04:00)
• カナダ/東部 (UTC-04:00)
• アメリカ/ポルトープランス (UTC-04:00)
• アメリカ/サンバルテルミー (UTC-04:00)
• アメリカ/ニピゴン (UTC-04:00)
• アメリカ/東インディアナ (UTC-04:00)
• アメリカ/セントルシア (UTC-04:00)
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• アメリカ/モントセラト (UTC-04:00)
• アメリカ/ローワープリンセズ (UTC-04:00)
• アメリカ/デトロイト (UTC-04:00)
• アメリカ/トルトラ (UTC-04:00)
• アメリカ/ポルトヴェーリョ (UTC-04:00)
• アメリカ/カンポグランデ (UTC-04:00)
• アメリカ/バージン (UTC-04:00)
• アメリカ/パングナータング (UTC-04:00)
• アメリカ/モントリオール (UTC-04:00)
• アメリカ/インディアナ/ウィナマック (UTC-04:00)
• アメリカ/ボアビスタ (UTC-04:00)
• アメリカ/グレナダ (UTC-04:00)
• アメリカ/ニューヨーク (UTC-04:00)
• アメリカ/セントキッツ (UTC-04:00)
• アメリカ/カラカス (UTC-04:00)
• アメリカ/グアドループ (UTC-04:00)
• アメリカ/トロント (UTC-04:00)
• SystemV/EST5EDT (UTC-04:00)
• アメリカ/アルゼンチン/カタマルカ (UTC-03:00)
• カナダ/大西洋 (UTC-03:00)
• アメリカ/アルゼンチン/コルドバ (UTC-03:00)
• アメリカ/アラゲイナ (UTC-03:00)
• アメリカ/アルゼンチン/サルタ (UTC-03:00)
• その他/GMT+3 (UTC-03:00)
• アメリカ/モンテビデオ (UTC-03:00)
• ブラジル/東部 (UTC-03:00)
• アメリカ/アルゼンチン/メンドーサ (UTC-03:00)
• アメリカ/アルゼンチン/リオガジェゴス (UTC-03:00)
• アメリカ/カタマルカ (UTC-03:00)
• アメリカ/コルドバ (UTC-03:00)
• アメリカ/サンパウロ (UTC-03:00)
• アメリカ/アルゼンチン/フフイ (UTC-03:00)
• アメリカ/カイエンヌ (UTC-03:00)
• アメリカ/レシフェ (UTC-03:00)
• アメリカ/ブエノスアイレス (UTC-03:00)
• アメリカ/パラマリボ (UTC-03:00)
• アメリカ/モンクトン (UTC-03:00)
• アメリカ/メンドーサ (UTC-03:00)
• アメリカ/サンタレム (UTC-03:00)
• 大西洋/バミューダ (UTC-03:00)
• アメリカ/マセイオ (UTC-03:00)
• 大西洋/スタンレー (UTC-03:00)
• アメリカ/ハリファックス (UTC-03:00)
• 南極大陸/ロセラ (UTC-03:00)
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• アメリカ/アルゼンチン/サンルイス (UTC-03:00)
• アメリカ/アルゼンチン/ウシュアイア (UTC-03:00)
• 南極大陸/パーマー (UTC-03:00)
• アメリカ/プンタアレナス (UTC-03:00)
• アメリカ/グレイスベイ (UTC-03:00)
• アメリカ/フォルタレザ (UTC-03:00)
• アメリカ/チュール (UTC-03:00)
• アメリカ/アルゼンチン/ラリオハ州 (UTC-03:00)
• アメリカ/ベレム (UTC-03:00)
• アメリカ/フフイ (UTC-03:00)
• アメリカ/バイア (UTC-03:00)
• アメリカ/グースベイ (UTC-03:00)
• アメリカ/アルゼンチン/サンファン (UTC-03:00)
• America/Peturica/PComodRivadavia (UTC-03:00)
• アメリカ/アルゼンチン/トゥクマン (UTC-03:00)
• アメリカ/ロサリオ (UTC-03:00)
• SystemV/AST4ADT (UTC-03:00)
• アメリカ/アルゼンチン/ブエノスアイレス (UTC-03:00)
• アメリカ/セントジョンズ (UTC-02:30)
• カナダ/ニューファンドランド (UTC-02:30)
• アメリカ/ミクロン (UTC-02:00)
• その他/GMT+2 (UTC-02:00)
• アメリカ/ゴッドホーブ (UTC-02:00)
• アメリカ/ノローニャ (UTC-02:00)
• ブラジル/DeNoronha (UTC-02:00)
• 大西洋/サウスジョージア (UTC-02:00)
• その他/GMT+1 (UTC-01:00)
• 大西洋/カーボベルデ (UTC-01:00)
• 太平洋/キリティマティ (UTC+14:00)
• その他/GMT-14 (UTC+ 14:00)
• 太平洋/ファカオフォ (UTC+13:00)
• 太平洋/エンダーベリー (UTC+13:00)
• 太平洋/アピア (UTC+13:00)
• 太平洋/トンガタプ (UTC+13:00)
• その他/GMT-13 (UTC+ 13:00)
• NZ-CHAT (UTC+12:45)
• 太平洋/チャタム (UTC+12:45)
• 太平洋/クェゼリン (UTC+12:00)
• 南極大陸McMurdo (UTC+ 12:00)
• 太平洋/ウォリス (UTC+12:00)
• 太平洋/フィジー (UTC+12:00)
• 太平洋/フナフチ (UTC+12:00)
• 太平洋/ナウル (UTC+12:00)
• クェゼリン (UTC+12:00)

208

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
データのプロパティを定義する。

• NZ (UTC+ 12:00)
• 太平洋/ウェイク (UTC+12:00)
• 南極大陸/南極 (UTC+12:00)
• 太平洋/タラワ (UTC+12:00)
• 太平洋/オークランド (UTC+12:00)
• アジア/カムチャツカ (UTC+12:00)
• その他/GMT-12 (UTC+ 12:00)
• アジア/アナディリ (UTC+ 12:00)
• 太平洋/マジュロ (UTC+12:00)
• 太平洋/ポナペ (UTC+11:00)
• 太平洋/ブーゲンビル (UTC+11:00)
• 南極大陸/マッカリー (UTC+11:00)
• 太平洋/ポンペイ (UTC+11:00)
• 太平洋/エフェート (UTC+11:00)
• 太平洋/ノーフォーク (UTC+11:00)
• アジア/マガダン (UTC+11:00)
• 太平洋/コスラエ (UTC+11:00)
• アジア/サハリン (UTC+11:00)
• 太平洋/ヌメア (UTC+11:00)
• その他/GMT-11 (UTC+ 11:00)
• アジア/スレドネコリムスク (UTC+11:00)
• 太平洋/ガダルカナル (UTC+11:00)
• オーストラリア/ロードハウ (UTC+10:30)
• オーストラリア/LHI (UTC+10:30)
• オーストラリア/ホバート (UTC+10:00)
• 太平洋/ヤップ (UTC+10:00)
• オーストラリア/タスマニア (UTC+10:00)
• 太平洋/ポートモレスビー (UTC+10:00)
• オーストラリア/ACT (UTC+10:00)
• オーストラリア/ビクトリア (UTC+10:00)
• 太平洋/チューク (UTC+10:00)
• オーストラリア/クイーンズランド (UTC+10:00)
• オーストラリア/キャンベラ (UTC+10:00)
• オーストラリア/カリー (UTC+10:00)
• 太平洋/グアム (UTC+ 10:00)
• 太平洋/トラック (UTC+10:00)
• オーストラリア/NSW (UTC+10:00)
• アジア/ウラジオストク (UTC+10:00)
• 太平洋/サイパン (UTC+10:00)
• 南極大陸/デュモンデュルビル (UTC+10:00)
• オーストラリア/シドニー (UTC+10:00)
• オーストラリア/ブリスベン (UTC+10:00)
• その他/GMT-10 (UTC+ 10:00)
• アジア/ウストネーラ (UTC+10:00)
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• オーストラリア/メルボルン (UTC+10:00)
• オーストラリア/リンデマン (UTC+10:00)
• オーストラリア/北部 (UTC+09:30)
• オーストラリア/ヤンコウィンナ (UTC+09:30)
• オーストラリア/アデレード (UTC+09:30)
• オーストラリア/ブロークンヒル (UTC+09:30)
• オーストラリア/南部 (UTC+09:30)
• オーストラリア/ダーウィン (UTC+09:30)
• その他/GMT-9 (UTC+ 09:00)
• 太平洋/パラオ (UTC+09:00)
• アジア/チタ (UTC+09:00)
• アジア/ディリ (UTC+09:00)
• アジア/ジャヤプラ (UTC+09:00)
• アジア/ヤクーツク (UTC+09:00)
• アジア/平壌 (UTC+09:00)
• ROK (UTC+09:00)
• アジア/ソウル (UTC+09:00)
• アジア/ハンディガ (UTC+09:00)
• 日本 (UTC+09:00)
• アジア/東京 (UTC+09:00)
• オーストラリア/ユークラ (UTC+08:45)
• アジア/クチン (UTC+08:00)
• アジア/重慶 (UTC+08:00)
• その他/GMT-8 (UTC+ 08:00)
• オーストラリア/パース (UTC+08:00)
• アジア/マカオ (UTC+08:00)
• アジア/マカオ (UTC+08:00)
• アジア/チョイバルサン (UTC+08:00)
• アジア/上海 (UTC+08:00)
• 南極大陸/ケーシー (UTC+08:00)
• アジア/ウランバートル (UTC+08:00)
• アジア/重慶 (UTC+08:00)
• アジア/ウランバートル (UTC+08:00)
• アジア/台北 (UTC+08:00)
• アジア/マニラ (UTC+08:00)
• PRC (UTC+08:00)
• アジア/ウジュンパンダン (UTC+08:00)
• アジア/ハルビン (UTC+08:00)
• シンガポール (UTC+08:00)
• アジア/ブルネイ (UTC+08:00)
• オーストラリア/西部 (UTC+08:00)
• アジア/香港 (UTC+08:00)
• アジア/マカッサル (UTC+08:00)
• 香港 (UTC+08:00)
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• アジア/クアラルンプール (UTC+08:00)
• アジア/イルクーツク (UTC+08:00)
• アジア/シンガポール (UTC+08:00)
• アジア/ポンティアナック (UTC+07:00)
• その他/GMT-7 (UTC+ 07:00)
• アジア/プノンペン (UTC+07:00)
• アジア/ノボシビルスク (UTC+07:00)
• 南極大陸/デイビス (UTC+07:00)
• アジア/トムスク (UTC+07:00)
• アジア/ジャカルタ (UTC+07:00)
• アジア/バルナウル (UTC+07:00)
• インド洋/クリスマス (UTC+07:00)
• アジア/ホーチミン (UTC+07:00)
• アジア/ホバート (UTC+07:00)
• アジア/バンコク (UTC+07:00)
• アジア/ビエンチャン (UTC+07:00)
• アジア/ノボクズネツク (UTC+07:00)
• アジア/クラスノヤルスク (UTC+07:00)
• アジア/サイゴン (UTC+07:00)
• アジア/ヤンゴン (UTC+06:30)
• アジア/ラングーン (UTC+06:30)
• インド洋/ココス (UTC+06:30)
• アジア/カシュガル (UTC+06:00)
• その他/GMT-6 (UTC+ 06:00)
• アジア/アルマティ (UTC+06:00)
• アジア/ダッカ (UTC+06:00)
• アジア/オムスク (UTC+06:00)
• アジア/ダッカ (UTC+06:00)
• インド洋/チャゴス (UTC+06:00)
• アジア/キジローダ (UTC+06:00)
• アジア/ビシュケク (UTC+06:00)
• 南極大陸/ボストーク (UTC+06:00)
• アジア/ウルムチ (UTC+06:00)
• アジア/ティンプー (UTC+06:00)
• アジア/ティンプー (UTC+06:00)
• アジア/カトマンズ (UTC+05:45)
• アジア/カトマンズ (UTC+05:45)
• アジア/コルカタ (UTC+05:30)
• アジア/コロンボ (UTC+05:30)
• アジア/カルカッタ (UTC+05:30)
• アジア/アクタウ (UTC+05:00)
• その他/GMT-5 (UTC+ 05:00)
• アジア/サマルカンド (UTC+05:00)
• アジア/カラチ (UTC+05:00)
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• アジア/エカテリンブルク (UTC+05:00)
• アジア/ドゥシャンベ (UTC+ 05:00)
• アジア/ドゥシャンベ (UTC+05:00)
• アジア/オラール (UTC+05:00)
• アジア/タシケント (UTC+05:00)
• 南極大陸/モーソン (UTC+05:00)
• アジア/アクトベ (UTC+05:00)
• アジア/アシュハバード (UTC+05:00)
• アジア/アシガバート (UTC+05:00)
• アジア/アティラウ (UTC+05:00)
• インド洋/ケルゲレン (UTC+05:00)
• イラン (UTC+04:30)
• アジア/テヘラン (UTC+04:30)
• アジア/カブール (UTC+04:30)
• アジア/エレバン (UTC+04:00)
• その他/GMT-4 (UTC+ 04:00)
• その他/GMT-4 (UTC+ 04:00)
• アジア/ドバイ (UTC+04:00)
• インド洋/レユニオン (UTC+04:00)
• ヨーロッパ/サラトフ (UTC+04:00)
• ヨーロッパ/サマラ (UTC+04:00)
• インド/マエ (UTC+04:00)
• アジア/バクー (UTC+04:00)
• アジア/マスカット (UTC+04:00)
• ヨーロッパ/ボルゴグラード (UTC+04:00)
• ヨーロッパ/アストラカン (UTC+04:00)
• アジア/トビリシ (UTC+04:00)
• ヨーロッパ/ウリヤノフスク (UTC+04:00)
• アジア/アデン (UTC+03:00)
• アフリカ/ナイロビ (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/イスタンブール (UTC+03:00)
• その他/GMT-3 (UTC+ 03:00)
• ヨーロッパ/ザポロージエ (UTC+03:00)
• イスラエル (UTC+03:00)
• インド洋/コモロ (UTC+03:00)
• 南極大陸/シオワ (UTC+03:00)
• アフリカ/モガディシュ (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/ブカレスト (UTC+03:00)
• アフリカ/アスメラ (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/マリエハムン (UTC+03:00)
• アジア/イスタンブール (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/ティラスポリ (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/モスクワ (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/キシナウ (UTC+03:00)
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• ヨーロッパ/ヘルシンキ (UTC+03:00)
• アジア/ベイルート (UTC+03:00)
• アジア/テルアビブ (UTC+03:00)
• アフリカ/ジブチ (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/シンフェロポリ (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/ソフィア (UTC+03:00)
• アジア/ガザ (UTC+03:00)
• アフリカ/アスマラ (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/リガ (UTC+03:00)
• アジア/バグダッド (UTC+03:00)
• アジア/ダマスカス (UTC+03:00)
• アフリカ/ダルエスサラーム (UTC+03:00)
• アフリカ/アディスアベバ (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/ウジゴロド (UTC+03:00)
• アジア/エルサレム (UTC+03:00)
• アジア/リヤド (UTC+03:00)
• アジア/クウェート (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/キーロフ (UTC+03:00)
• アフリカ/カンパラ (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/ミンスク (UTC+03:00)
• アジア/カタール (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/キエフ (UTC+03:00)
• アジア/バーレーン (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/ビリニュス (UTC+03:00)
• インド洋/アンタナナリボ (UTC+03:00)
• インド洋/マヨット (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/タリン (UTC+03:00)
• トルコ (UTC+03:00)
• アフリカ/ジュバ (UTC+03:00)
• アジア/ニコシア (UTC+03:00)
• アジア/ファマグスタ (UTC+03:00)
• W-SU (UTC+03:00)
• EET (UTC+03:00)
• アジア/ヘブロン (UTC+03:00)
• アジア/アンマン (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/ニコシア (UTC+03:00)
• ヨーロッパ/アテネ (UTC+03:00)
• アフリカ/カイロ (UTC+02:00)
• アフリカ/ババーネ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ブリュッセル (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ワルシャワ (UTC+02:00)
• CET (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ルクセンブルグ (UTC+02:00)
• その他/GMT-2 (UTC+ 02:00)
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• リビア (UTC+02:00)
• アフリカ/キガリ (UTC+02:00)
• アフリカ/トリポリ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/カリーニングラード (UTC+02:00)
• アフリカ/ウィンドフック (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/マルタ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ビュッセン (UTC+02:00)
•
• ヨーロッパ/スコピエ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/サラエボ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ローマ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/チューリッヒ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ジブラルタル (UTC+02:00)
• アフリカ/ルブンバシ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ファドゥーツ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/リュブリャナ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ベルリン (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ストックホルム (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ブダペスト (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ザグレブ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/パリ (UTC+02:00)
• アフリカ/セウタ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/プラハ (UTC+02:00)
• 南極大陸/トロール (UTC+02:00)
• アフリカ/ハボローネ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/コペンハーゲン (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ウィーン (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ティラネ (UTC+02:00)
• MET (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/アムステルダム (UTC+02:00)
• アフリカ/マプト (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/サンマリノ (UTC+02:00)
• ポーランド (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/アンドラ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/オスロ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ポドゴリツァ (UTC+02:00)
• アフリカ/ブジュンブラ (UTC+02:00)
• 大西洋/ヤンマイエン (UTC+02:00)
• アフリカ/マセル (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/マドリッド (UTC+02:00)
• アフリカ/ブランタイヤ (UTC+02:00)
• アフリカ/ルサカ (UTC+02:00)
• アフリカ/ハラレ (UTC+02:00)
• アフリカ/ハルツーム (UTC+02:00)
• アフリカ/ヨハネスブルグ (UTC+02:00)
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• ヨーロッパ/ベオグラード (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ブラチスラバ (UTC+02:00)
• 北極/ロンゲルビアン (UTC+02:00)
• エジプト (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/バチカン (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/モナコ (UTC+02:00)
• ヨーロッパ/ロンドン (UTC+01:00)
• その他/GMT-1 (UTC+ 01:00)
• ヨーロッパ/ジャージー (UTC+01:00)
• ヨーロッパ/ガーンジー (UTC+01:00)
• ヨーロッパ/マン島 (UTC+01:00)
• アフリカ/チュニス (UTC+01:00)
• アフリカ/マラボ (UTC+01:00)
• GB-Eire (UTC+01:00)。
• アフリカ/ラゴス (UTC+01:00)
• アフリカ/アルジェ (UTC+01:00)
• GB (UTC+01:00)
• ポルトガル (UTC+01:00)
• アフリカ/サントメ (UTC+01:00)
• アフリカ/ンジャメナ (UTC+01:00)
• 大西洋/フェロー (UTC+01:00)
• アイルランド (UTC+01:00)
• 大西洋/フェロー (UTC+01:00)
• ヨーロッパ/ダブリン (UTC+01:00)
• アフリカ/リブレビル (UTC+01:00)
• アフリカ/エルアイウン (UTC+01:00)
• アフリカ/エルアイウン (UTC+01:00)
• アフリカ/ドゥアラ (UTC+01:00)
• アフリカ/ブラザビル (UTC+01:00)
• アフリカ/ポルトノボ (UTC+01:00)
• 大西洋/マデイラ (UTC+01:00)
• ヨーロッパ/リスボン (UTC+01:00)
• 大西洋/Canary (UTC+01:00)
• アフリカ/カサブランカ (UTC+01:00)
• ヨーロッパ/ベルファスト (UTC+01:00)
• アフリカ/ルアンダ (UTC+01:00)
• アフリカ/キンシャサ (UTC+01:00)
• アフリカ/バンギ (UTC+01:00)
• WET (UTC+01:00)
• アフリカ/ニアメー (UTC+01:00)
• GMT (UTC+00:00)
• その他/GMT-0 (UTC+ 00:00)
• 大西洋/セントヘレナ (UTC+00:00)
• その他/GMT+0 (UTC+ 00:00)
• アフリカ/バンジュール (UTC+00:00)
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• その他etc/GMT (UTC+ 00:00)
• アフリカ/フリータウン (UTC+00:00)
• アフリカ/バマコ (UTC+00:00)
• アフリカ/コナクリ (UTC+00:00)
• ユニバーサル (UTC+ 00:00)
• アフリカ/ヌアクショット (UTC+00:00)
• UTC (UTC+00:00)
• その他/ユニバーサル (UTC+00:00)
• 大西洋/アゾレス (UTC+00:00)
• アフリカ/アビジャン (UTC+00:00)
• アフリカ/アクラ (UTC+00:00)
• その他/UCT (UTC+ 00:00)
• GMT0 (UTC+00:00)
• ズールー (UTC+00:00) ズールー (UTC+00:00)
• アフリカ/ワガドゥグ (UTC+00:00)
• 大西洋/レイキャビク (UTC+00:00)
• その他/ズールー (UTC+ 00:00)
• アイスランド (UTC+00:00)
• アフリカ/ロメ (UTC+00:00)
• グリニッジ (UTC+00:00)
• その他/gmt0 (UTC+ 00:00)
• アメリカ/ダンマルクシャーン (UTC+00:00)
• アフリカ/ダカール (UTC+00:00)
• アフリカ/ビサウ (UTC+00:00)
• その他/グリニッジ (UTC+ 00:00)
• アフリカ/ティンブクトゥ (UTC+00:00)
• UCT (UTC+00:00)
• アフリカ/モンロビア (UTC+00:00)
• その他/UTC (UTC+00:00)

数式表現チュートリアル
AWS IoT SiteWise で数式表現を使うには、次のチュートリアルを参考にしてください。
トピック
• 数式で文字列を使用する。 (p. 216)
• データポイントのフィルタリング (p. 217)
• 条件に一致するデータポイントを数える。 (p. 217)
• 数式の遅延データ (p. 218)
• 数式のデータ品質 (p. 218)
• 未定義の値、無限の値、およびオーバーフロー値 (p. 218)

数式で文字列を使用する。
数式表現の中で文字列を操作することができます。また、属性や測定のプロパティを参照する変数から文
字列を入力することができます。
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Important
数式では、倍値または文字列値のみを出力できます。入れ子になった式は、文字列など他のデー
タ型を出力することができますが、式全体としては、数値または文字列として評価されなけれ
ばなりません。[jp function] (p. 193) (jp 関数) を使うと、文字列を数値に変換することができま
す。ブール値は 1 (true) または 0 (false) でなければならない。詳細については、「未定義の値、
無限の値、およびオーバーフロー値 (p. 218)」を参照してください。
AWS IoT SiteWise には、文字列を操作するために使用できる次のような数式表現機能があります。
• [String literals] (p. 184) (文字列リテラル)
• [index operator] (p. 187) (インデックス演算子) (s[index])
• [slice operator] (p. 187) (スライス演算子) (s[start:end:step])
• [Comparison functions] (p. 190)比較関数: 文字列を[lexicographic order] (辞書式順序) に比較する関数で
す。
• [String functions] (p. 192) (文字列関数) シリアル化された JSON オブジェクトをパースし、文字列を数
値に変換する jp 関数を含む。

データポイントのフィルタリング
[if function] (p. 191) (if関数) を使用すると、条件を満たさないデータポイントをフィルタリングすること
ができます。if 関数は条件を評価し、true、false の結果に対して異なる値を返す。if 関数の 1 ケー
スの出力として[none constant] (p. 188) (無し定数) を使用すると、そのケースのデータポイントを破棄す
ることができます。

条件に合致するデータポイントをフィルタリングする場合。
•

if 関数を使用して、ある条件を満たすかどうかをチェックする条件を定義し、none を
result_if_true または result_if_false の値として返す変換を作成します。

Example 例: 沸騰していないデータポイントをフィルタリングする。
ある機械の中の水の温度 (摂氏) を測定する測定器 temp_c があるとしましょう。次のような変換を定義す
ることで、水が沸騰していないデータポイントをフィルタリングすることができます。
• トランスフォーム:boiling_temps = if(gte(temp_c, 100), temp_c, none) -100℃以上であれ
ば温度を返さない。

条件に一致するデータポイントを数える。
[comparison functions] (p. 190) (比較関数) と [sum () ] (p. 195) を使用して、条件が真であるデータポイ
ントの数をカウントできます。

条件に一致するデータポイントをカウントする場合。
1.

比較関数を使用して、別のプロパティのフィルター条件を定義する変換を作成します。

2.

その条件が満たされるデータポイントを合計するメトリクスを作成します。

Example 例: 水が沸騰しているデータポイントの数を数えてください
ある機械の中の水の温度 (摂氏) を測定する測定器 temp_c があるとしましょう。次の変換プロパティとメ
トリクスプロパティを定義して、水が沸騰しているデータポイントの数をカウントできます。
• トランスフォーム:is_boiling = gte(temp_c, 100) -戻り値1100℃以上であれば返さない。0。
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• メトリクス:boiling_count = sum(is_boiling) -お湯が沸騰しているデータポイントの数を返しま
す。

数式の遅延データ
AWS IoT SiteWise では、7日前までのデータの遅延データ取り込みに対応しています。AWS IoT SiteWise
は、遅延データを受け取ると、過去の時間枠に遅延データを入力するすべてのメトリクスの既存の値を再
計算します。これらの再計算では、データ処理料金が発生します。

Note
AWS IoT SiteWise が遅延データを入力するプロパティをコンピューティングする場合、各プロパ
ティの現在の数式を使用する。
AWS IoT SiteWise がメトリクスの過去の時間枠を再計算する際は、その時間枠の前の値が置き換えられま
す。そのメトリクスの通知を有効にした場合、AWS IoT SiteWise はプロパティ値の通知も送信します。つ
まり、以前に通知を受信したのと同じプロパティとタイムスタンプについて、新しいプロパティ値の更新
通知を受け取ることができます。アプリケーションまたはデータレイクがプロパティ値通知を使用する場
合、データが正確になるように、前の値を新しい値で更新する必要があります。

数式のデータ品質
AWS IoT SiteWise では、各データポイントに、以下のいずれかの品質コードがあります。
• GOOD - データはいずれの問題の影響も受けません。
• BAD - データはセンサーの障害などの問題による影響を受けます。
• UNCERTAIN - データはセンサーの不正確さなどの問題による影響を受けます。
AWS IoT SiteWise は、変換とメトリクスを計算するときに GOOD 品質データのみを使用します。AWS IoT
SiteWise は、計算が成功するための GOOD 品質データのみを出力します。コンピューティングが失敗した
場合、AWS IoT SiteWise はコンピューティングのデータポイントを出力しません。これは、計算の結果、
未定義、無限、またはオーバーフロー値になった場合に発生します。
データのクエリとデータ品質によるフィルタ処理の詳細については、「アセットプロパティ値と集計をク
エリする (p. 317)」を参照してください。

未定義の値、無限の値、およびオーバーフロー値
一部の数式 (x / 0、sqrt(-1)、log(0) など) では、実数の体系で未定義の値や、無限の値、または
AWS IoT SiteWise でサポートされる範囲外の値をコンピューティングします。アセットプロパティの表
現が未定義値、無限大、オーバーフロー値をコンピューティングする場合、AWS IoT SiteWise はそのコン
ピューティングのデータポイントを出力しない。
また、AWS IoT SiteWise は数式表現の結果として数値以外をコンピューティングした場合、データポイン
トを出力しない。つまり、文字列、配列、[none constant] (p. 188) (無し定数) をコンピューティングす
る数式を定義した場合、AWS IoT SiteWise はそのコンピューティングのデータポイントを出力しないので
す。

Example 例
次の各式は、AWS IoT SiteWise が数値として表現できない値になる。AWS IoT SiteWise はこれらの数式
をコンピューティングしても、データポイントを出力しない。
• x / 0 は未定義です。
• log(0) は未定義です。
• sqrt(-1) は実数系では未定義です。
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• "hello" + " world" は文字列です。
• jp('{"values":[3,6,7]}', '$.values') は配列です。
• if(gte(temp, 300), temp, none) が none より小さいとき、temp は 300 です。

アセットモデル間の関係 (階層) を定義する。
アセットモデル階層を定義することで、産業オペレーションにおけるアセットモデル間の論理的な関連付
けを作成することができます。例えば、陸上風力発電所と洋上風力発電所からなる風力発電所を定義する
ことができます。陸上風力発電所には、タービンと陸上の場所が含まれます。洋上風力発電所には、ター
ビンと沖合の場所が含まれます。

子アセットモデルを親アセットモデルに階層的に関連付けると、親アセットモデルのメトリクスは子ア
セットモデルのメトリクスからデータを入力できるようになります。アセットモデル階層とメトリクスを
使用して、オペレーションまたはオペレーションのサブセットに関するインサイトを提供する統計情報を
コンピューティングできます。詳細については、「プロパティおよびその他のアセットのデータ (指標) の
集計 (p. 178)」を参照してください。
各階層は、親アセットモデルと子アセットモデルの関係を定義します。親アセットモデルでは、同じ子ア
セットモデルに対して複数の階層を定義することができます。例えば、風力発電所に2種類の風力タービン
があり、すべての風力タービンが同じアセットモデルで表現されている場合、それぞれの種類に階層を定
義することができます。そして、風力発電所のモデルで指標を定義し、風力タービンの種類ごとに独立し
た統計量と複合的な統計量をコンピューティングすることができます。
親アセットモデルには、複数の子アセットモデルを関連付けることができます。例えば、陸上風力発電所
と洋上風力発電所が2つの異なるアセットモデルで表現されている場合、これらのアセットモデルを同じ親
風力発電所アセットモデルに関連付けることができます。また、子アセットモデルは、複数の親アセット
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モデルと関連付けることができます。例えば、2種類の風力発電所があり、すべての風力タービンが同じア
セットモデルで表現されている場合、風力タービンアセットモデルと異なる風力発電所アセットモデルを
関連付けることができます。

Note
アセットモデル階層を定義する場合、子アセットモデルは ACTIVE であるか、以前の ACTIVE
バージョンである必要があります。詳細については、「アセットおよびモデルの状態 (p. 161)」
を参照してください。
階層アセットモデルを定義してアセットを作成したら、アセットを関連付けて親子関係を完了できます。
詳細については、アセットを作成する (p. 221) および アセットの関連付けと関連付け解除 (p. 229) を
参照してください。
トピック
• アセットモデル階層の定義 (コンソール) (p. 220)
• アセット階層の定義 (CLI) (p. 220)

アセットモデル階層の定義 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールでアセットモデルの階層を定義する場合は、次のパラメータを指定します。
• [Hierarchy name] (階層名) - 階層の名前 (Wind Turbines など)。
• [Hierarchy model] (階層モデル) - 子アセットモデル。
詳細については、「アセットモデルを作成する (コンソール) (p. 164)」を参照してください。

Example 階層定義の例
次の例は、風力発電所の風力タービンとの関係を表すアセットモデル階層を示しています。

アセット階層の定義 (CLI)
AWS IoT SiteWise API を使用してアセットモデルの階層を定義する場合は、次のパラメータを指定しま
す。
• name 階層の名前 ( など)。Wind Turbines
• childAssetModelId - 階層の子アセットモデルの ID。以下を使用できます。ListAssetModels既存の
アセットモデルの ID を検索する操作。

Example 階層定義の例
次の例は、風力発電所の風力タービンとの関係を表すアセットモデル階層を示しています。このオブ
ジェクトはの一例です。AssetModelHierarchy。詳細については、「アセットモデルを作成する (CLI)
(p. 165)」を参照してください。
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{

...
"assetModelHierarchies": [
{
"name": "Wind Turbines",
"childAssetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
},
]

}

アセットを作成する
アセットモデルからアセットを作成できます。アセットを作成する前に、アセットモデルが必要です。ア
セットモデルを作成していない場合は、「アセットモデルを作成する (p. 164)」を参照してください。

Note
アセットは ACTIVE モデルからのみ作成できます。モデルの状態が ACTIVE でない場合は、その
モデルからアセットを作成できるようになるまで数分待たなければならない場合があります。詳
細については、「アセットおよびモデルの状態 (p. 161)」を参照してください。
トピック
• アセットを作成する (コンソール) (p. 221)
• アセットを作成する (CLI) (p. 223)
• 新しいアセットの設定 (p. 223)

アセットを作成する (コンソール)
アセットは、AWS IoT SiteWise コンソールを使用して作成できます。

アセットを作成するには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

[Create asset (アセットの作成) ] を選択します。

4.

[アセットの作成] ページで、次の操作を実行します。
a.

[モデル] で、アセットを作成するアセットモデルを選択します。

Note
モデルが [アクティブ] でない場合は、アクティブになるまで待つか、[FAILED (失敗) ] の
場合は問題を解決する必要があります。
b.

アセットの [名前] を入力します。

c.

(オプション) アセットにタグを追加します。詳細については、「AWS IoT SiteWise リソースのタ
グ付け (p. 413)」を参照してください。

d.

[Create asset (アセットの作成) ] を選択します。
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アセットを作成すると、AWS IoT SiteWise コンソールは新しいアセットのページに移動します。この
ページでは、アセットの [ステータス] が表示されます。このステータスは、最初は [作成中] です。こ
のページは自動的に更新されるため、アセットのステータスが更新されるまで待つことができます。

Note
アセットの作成プロセスには、最大で 1 分かかる場合があります。[Status] (状態) が
[ACTIVE] (アクティブ) になったら、アセットに対して更新オペレーションを実行できます。
詳細については、「アセットおよびモデルの状態 (p. 161)」を参照してください。
アセットを作成したら、「新しいアセットの設定 (p. 223)」を参照してください。
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アセットを作成する (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、アセットモデルからアセットを作成できます。
アセットを作成するには assetModelId が必要です。アセットモデルを作成したがそのモデルがわから
ない場合assetModelId、以下を使用できます。ListAssetModels操作すると、すべてのアセットモデルが
表示されます。
アセットモデルからアセットを作成するには、CreateAsset操作。以下のパラメータを指定します。
• assetName - 新しいアセットの名前。アセットには、識別しやすい名前を付けてください。
• assetModelId - アセットの作成元のモデルの ID。

アセットを作成するには (CLI)
•

次のコマンドを実行して、アセットを作成します。置換###アセットの名前をに使用し、assetmodel-idアセットモデルの ID をに使用します。
aws iotsitewise create-asset \
--asset-name asset-name \
--asset-model-id asset-model-id

このオペレーションは、新しいアセットの詳細およびステータスを含むレスポンスを次の形式で返し
ます。
{

}

"assetId": "String",
"assetArn": "String",
"assetStatus": {
"state": "String",
"error": {
"code": "String",
"message": "String"
}
}

アセットの state は、アセットが作成されるまでは CREATING です。

Note
アセットの作成プロセスには、最大で 1 分かかる場合があります。アセットのステータスを
確認するには、DescribeAssetアセットのIDをそのまま使用して操作しますassetIdパラメー
タ。アセットの state が ACTIVE になったら、アセットに対して更新オペレーションを実
行できます。詳細については、「アセットおよびモデルの状態 (p. 161)」を参照してくださ
い。
アセットを作成したら、「新しいアセットの設定 (p. 223)」を参照してください。

新しいアセットの設定
次のいずれかのオプションアクションを使用して、アセットの設定を完了します。
• アセットに測定プロパティがある場合、アセットプロパティへの産業データストリームのマッピン
グ (p. 224)。
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• アセットに一意の属性値がある場合、属性値の更新 (p. 227)。
• アセットが親アセットの場合、アセットの関連付けと関連付け解除 (p. 229)。

アセットプロパティへの産業データストリームの
マッピング
資産データを取り込んだり取得したりするときに資産プロパティを簡単に識別できるように、あらゆるタ
イプの資産プロパティにプロパティエイリアスを定義できます。アセットに測定プロパティがある場合
は、データストリームをそれらの測定プロパティにマッピングするために、プロパティのエイリアスを定
義することができます。
このプロセスでは、プロパティのエイリアスを知っている必要があります。
• ゲートウェイ (p. 103)を使用して OPC-UA サーバーからデータを取り込む場合、プロパティのエ
イリアスは、[オブジェクト] ノードの下の変数へのパスで、/ で始まります。たとえば、変数のパ
スが company/windfarm/3/turbine/7/temperature の場合、プロパティのエイリアスは /
company/windfarm/3/turbine/7/temperature です。OPC-UA 情報アーキテクチャの詳細に
ついては、[OPC UA Online Reference] (OPC UA オンラインリファレンス) の[Information Model and
Address Spacing mapping] (情報モデルとアドレススペーシングマッピング) を参照ください。

メモ
• OPC-UA ソースのデータストリームプレフィックスを設定する場合は、そのソースからのす
べてのデータストリームのプロパティエイリアスにそのプレフィックスを含める必要があり
ます。たとえば、/RentonWA をプレフィックスとして使用する場合、前のエイリアスは /
RentonWA/company/windfarm/3/turbine/7/temperature です。
• プロパティのエイリアスは、最大 1,000 バイトまで含むことができます。OPC-UA 変数パス
は最大 4,096 バイトまで含むことができます。現在、AWS IoT SiteWise では、パスが長い
OPC-UA 変数からのデータ取り込みをサポートしていません。
• AWS IoT ルール (p. 73)または API (p. 81) などを使用して他のソースからデータを取り込む場合は、プ
ロパティのエイリアスを定義します。デバイス設定に適用可能なプロパティエイリアス命名システムを
定義できます。たとえば、AWS IoT のモノからデータを取り込む場合、プロパティエイリアスにモノの
名を含めることで、データストリームを一意に識別できます。この例の詳細については、「AWS IoT の
モノからのデータの取り込み (p. 16)」チュートリアルを参照してください。
プロパティエイリアスは、リージョンと AWS アカウント内で一意である必要があります。別のアセット
プロパティに既に存在するプロパティにプロパティエイリアスを設定すると、AWS IoT SiteWise はエラー
を返します。
同一のデータストリームパスを持つ複数の OPC-UA ソースがある場合は、各ソースのパスにプレフィック
スを追加して、一意のエイリアスを形成できます。詳細については、「データソースの設定 (p. 120)」を
参照してください。

Note
このセクションでは、測定プロパティのプロパティエイリアスを設定する方法について説明し
ます。外部アラーム状態プロパティのプロパティエイリアスを設定する方法については、外部ア
ラーム状態ストリームのマッピング。 (p. 286) を参照してください。
トピック
• プロパティエイリアスの設定 (コンソール) (p. 225)
• プロパティエイリアスの設定 (CLI) (p. 225)
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プロパティエイリアスの設定 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、アセットプロパティのエイリアスを設定できます。

プロパティエイリアスを設定するには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

プロパティエイリアスを設定するアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。

4.

[編集] を選択します。

5.

エイリアスを設定するプロパティを検索し、プロパティのエイリアスを入力します。

6.

[Save] (保存) を選択します。

プロパティエイリアスの設定 (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、アセットプロパティのエイリアスを設定できま
す。
この手順を完了するには、アセットの assetId とプロパティの propertyId を知っている必要があり
ます。アセットを作成したのにそのアセットがわからない場合assetId、を使用するListAssetsオペレー
ションを実行すると、特定のモデルのすべてのアセットが表示されます。次に、DescribeAssetプロパティ
IDを含むアセットのプロパティを表示する操作。
データストリームをアセットのプロパティにマッピングするには、UpdateAssetProperty操作。以下のパラ
メータを指定します。
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• assetId - アセットの ID。
• propertyId - アセットプロパティの ID。
• propertyAlias - プロパティへのエイリアスへのデータストリームのパス。
• propertyNotificationState - プロパティ値の通知状態: ENABLED または DISABLED。プロパ
ティのエイリアスを更新するときに、プロパティの既存の通知状態を指定します。既存の通知状態
は、DescribeAssetProperty操作。
このパラメータを省略すると、新しい通知状態が DISABLED になります。プロパティ通知の詳細につい
ては、「その他の AWS のサービスの操作 (p. 323)」を参照してください。

プロパティエイリアスを設定するには (CLI)
1.

次のコマンドを実行して、プロパティの現在の通知状態を取得します。asset-id と property-id
をアセットプロパティの ID に置き換えます。
aws iotsitewise describe-asset-property \
--asset-id asset-id \
--property-id property-id

このオペレーションは、アセットプロパティの詳細を含むレスポンスを次の形式で返します。プロパ
ティ通知の状態は JSON オブジェクトの assetProperty.notification.state にあります。
{

"assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
"assetName": "Wind Turbine 7",
"assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"assetProperty": {
"id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
"name": "Wind Speed",
"notification": {
"topic": "$aws/sitewise/asset-models/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE/assets/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE/properties/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
"state": "DISABLED | ENABLED"
},
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "m/s",
"type": {
"measurement": {}
}
}
}

2.

次のコマンドを実行して、アセットプロパティのエイリアスを設定します。property-alias
をプロパティエイリアス、notification-state を通知状態に置き換えるか、--propertynotification-state を省略して通知を無効にします。オプションでアセットの単位を新しい単位
に更新できます##そして--property-unit。
aws iotsitewise update-asset-property \
--asset-id asset-id \
--property-id property-id \
--property-alias property-alias \
--property-notification-state notification-state \
--property-unit unit
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属性値の更新
アセットは、属性のデフォルト値を含むアセットモデルの属性を継承します。場合によっては、アセット
メーカーのプロパティなど、アセットモデルのデフォルト属性をそのままにしておくこともできます。ま
た、アセットの緯度と経度など、継承された属性を更新することもできます。
トピック
• 属性値の更新 (コンソール) (p. 227)
• 属性値の更新 (CLI) (p. 228)

属性値の更新 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、属性アセットプロパティの値を更新できます。

属性の値を更新するには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

属性を更新するアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。

4.

[編集] を選択します。

5.

更新する属性を検索し、新しい値を入力します。
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6.

[Save] (保存) を選択します。

属性値の更新 (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して属性値を更新できます。
この手順を完了するには、アセットの assetId とプロパティの propertyId を知っている必要があり
ます。アセットを作成したのにそのアセットがわからない場合assetId、を使用するListAssetsオペレー
ションを実行すると、特定のモデルのすべてのアセットが表示されます。次に、DescribeAssetプロパティ
IDを含むアセットのプロパティを表示する操作。
BatchPutAssetPropertyValue オペレーションを使用して、アセットに属性値を割り当てます。このオペ
レーションを使用すると、複数の属性を一度に設定できます。このオペレーションのペイロードにはエン
トリのリストが含まれ、各エントリにはアセット ID、プロパティ ID、属性値が含まれます。

属性の値を更新するには (CLI)
1.

batch-put-payload.json という名前のファイルを作成して、次の JSON オブジェクトをファイ
ルにコピーします。このペイロードの例は、風力タービンの緯度と経度を設定する方法を示していま
す。ID、値、タイムスタンプを更新して、ユースケースのペイロードを変更します。
{

}

"entries": [
{
"entryId": "windfarm3-turbine7-latitude",
"assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
"propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
"propertyValues": [
{
"value": {
"doubleValue": 47.6204
},
"timestamp": {
"timeInSeconds": 1575691200
}
}
]
},
{
"entryId": "windfarm3-turbine7-longitude",
"assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
"propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-55555EXAMPLE",
"propertyValues": [
{
"value": {
"doubleValue": 122.3491
},
"timestamp": {
"timeInSeconds": 1575691200
}
}
]
}
]

ペイロードの各エントリには、一意の文字列として定義できる entryId が含まれています。リクエ
ストのエントリが失敗した場合、各エラーには、対応するリクエストの entryId が含まれるため、
再試行するリクエストを確認できます。
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属性値を設定するには、属性値を 1 つ含めることができます timestamp-quality-value リスト内の
(TQV) 構造propertyValues各属性プロパティについて。この構造には、新しい value および現在
の timestamp を含める必要があります。
• value - 設定中のプロパティの型に応じて、次のいずれかのフィールドを含む構造。
• booleanValue
• doubleValue
• integerValue
• stringValue
• timestamp – 現在の Unix エポック時間 (秒) を含む構造、timeInSeconds。AWS IoT SiteWise
は、過去 7 日より古いタイムスタンプを持つデータポイントまたは今後 5 分より新しいデータポイ
ントをすべて拒否します。
BatchPutAssetPropertyValue のペイロードを準備する方法の詳細については、「AWS IoT SiteWise
API の使用によるデータの取り込み (p. 81)」を参照してください。
2.

次のコマンドを実行して、属性値を AWS IoT SiteWise に送信します。
aws iotsitewise batch-put-asset-property-value --cli-input-json file://batch-putpayload.json

アセットの関連付けと関連付け解除
アセットのモデルで子アセットモデルの階層が定義されている場合は、子アセットをアセットに関連付け
ることができます。親アセットは、関連するアセットのデータにアクセスし、集計できます。階層アセッ
トモデルの詳細については、「アセットモデル間の関係 (階層) を定義する。 (p. 219)」を参照してくだ
さい。
トピック
• アセットの関連付けと関連付け解除 (コンソール) (p. 229)
• アセットの関連付けと関連付け解除 (CLI) (p. 231)

アセットの関連付けと関連付け解除 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、アセットの関連付けと関連付け解除を行うことができます。

アセットを関連付けるには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

子アセットを関連付ける親アセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。
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4.

[編集] を選択します。

5.

[このアセットに関連付けられているアセット] で、[関連付けられたアセットの追加] を選択します。

6.

[階層] で、親アセットと子アセットの関係を定義する階層を選択します。

7.

[アセット] で、関連付ける子アセットを選択します。

8.

[Save] (保存) を選択します。

アセットの関連付けを解除するには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

子アセットの関連付けを解除する親アセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。

230

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
アセットの関連付けと関連付け解除 (CLI)

4.

[編集] を選択します。

5.

[このアセットに関連付けられているアセット] の [関連付けを削除] を選択します。

6.

[Save] (保存) を選択します。

アセットの関連付けと関連付け解除 (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、アセットの関連付けと関連付け解除を行うことが
できます。
このステップでは、子アセットモデルとの関係を定義する親アセットモデル内の階層 (hierarchyId) の
ID を知る必要があります。を使用するDescribeAssetレスポンス内の階層 ID を検索する操作。

階層 ID を検索するには
•

次のコマンドを実行して、親アセットを記述します。置換parent-asset-idを親アセットの ID に使
用します。
aws iotsitewise describe-asset --asset-id parent-asset-id

このオペレーションは、アセットの詳細を含むレスポンスを返します。レスポンスには、次の構造を
持つ assetHierarchies リストが含まれています。
{

...
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}

"assetHierarchies": [
{
"id": "String",
"name": "String"
}
],
...

階層 ID は、アセット階層のリスト内の階層の id の値です。
階層 ID を取得したら、アセットをその階層に関連付けるか、関連付けを解除できます。
子アセットを親アセットに関連付けるには、AssociateAssets操作。子アセットを親アセットとの関連付け
から解除するには、DisassociateAssets操作。次のパラメータを指定します。これらのパラメータは、両
方のオペレーションで同じです。
• assetId - 親アセットの ID。
• hierarchyId - 親アセットの階層 ID。
• childAssetId - 子アセットの ID。

アセットを関連付けるには (CLI)
•

子アセットを親アセットに関連付けるには、次のコマンドを実行します。置換parent-asset-id,##
ID、およびchild-asset-idそれぞれの ID で。
aws iotsitewise associate-assets \
--asset-id parent-asset-id \
--hierarchy-id hierarchy-id \
--child-asset-id child-asset-id

アセットの関連付けを解除するには (CLI)
•

子アセットを親アセットとの関連付けから解除するには、次のコマンドを実行します。置換parentasset-id,## ID、およびchild-asset-idそれぞれの ID で。
aws iotsitewise disassociate-assets \
--asset-id parent-asset-id \
--hierarchy-id hierarchy-id \
--child-asset-id child-asset-id

アセットとモデルの更新
AWS IoT SiteWise でアセットとアセットモデルを更新して、それらの名前と定義を変更できます。これら
の更新オペレーションは非同期的で、AWS IoT SiteWise を介して反映されるのに時間がかかります。追加
の変更を行う前に、アセットまたはアセットモデルのステータスを確認します。更新されたアセットまた
はモデルを引き続き使用するには、変更が反映されるまで待機する必要があります。
トピック
• アセットを更新する (p. 233)
• アセットモデルの更新 (p. 234)
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アセットを更新する
AWS IoT SiteWise コンソールまたは API を使用して、アセットの名前を更新できます。
アセットを更新すると、変更が反映されるまで、アセットの状態は UPDATING になります。詳細について
は、「アセットおよびモデルの状態 (p. 161)」を参照してください。
トピック
• アセットの更新 (コンソール) (p. 233)
• アセットの更新 (CLI) (p. 234)

アセットの更新 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用してアセットの詳細を更新できます。

アセットを更新するには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

更新するアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。

4.

[編集] を選択します。

5.

アセットの [名前] を更新します。

6.

(オプション) このページで、アセットのその他の情報を更新します。詳細については、次を参照して
ください。
• アセットプロパティへの産業データストリームのマッピング (p. 224)
• 属性値の更新 (p. 227)
• その他の AWS のサービスの操作 (p. 323)

7.

[Save] (保存) を選択します。
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アセットの更新 (CLI)
AWS CLI を使用して、アセットの名前を更新できます。
を使用するUpdateAssetアセットを更新する操作。以下のパラメータを指定します。
• assetId - アセットの ID。
• assetName - アセットの新しい名前。

アセットの名前を更新するには (CLI)
•

アセットの名前を更新するには、次のコマンドを実行します。asset-id はアセットの ID に置き換
え、asset-name はアセットの新しい名前に置き換えます。
aws iotsitewise update-asset \
--asset-id asset-id \
--asset-name asset-name

アセットモデルの更新
AWS IoT SiteWise コンソールまたは API を使用して、アセットモデルを更新できます。
既存のプロパティのタイプまたはデータ型は変更できません。既存のメトリクスのウィンドウを変更する
こともできません。

Important
アセットモデルからプロパティを削除すると、AWS IoT SiteWise はそのプロパティの以前のデー
タをすべて削除します。アセットモデルから階層定義を削除すると、AWS IoT SiteWise はその階
層内のすべてのアセットの関連付けを解除します。
アセットモデルを更新すると、基になるモデルに加えた変更がそのモデルに基づくすべてのアセットに
反映されます。変更が反映されるまで、各アセットには UPDATING 状態になります。それらのアセッ
トを操作する前に、それらが ACTIVE 状態に戻るまで待機する必要があります。この間、更新されたア
セットモデルのステータスは PROPAGATING になります。詳細については、「アセットおよびモデルの状
態 (p. 161)」を参照してください。
トピック
• アセットモデルの更新 (コンソール) (p. 234)
• アセットモデルの更新 (CLI) (p. 235)

アセットモデルの更新 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、アセットモデルを更新できます。

アセットモデルを更新するには (コンソール)
1.
2.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。
ナビゲーションペインで、[Models (モデル) ] を選択します。

3.
4.
5.

更新するアセットモデルを選択します。
[編集] を選択します。
[モデルの編集] ページで、次のいずれかの操作を行います。
•
[モデルの詳細] で、モデルの [名前] を変更します。
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•

任意の [属性定義] を変更します。既存の属性の [データ型] は変更できません。詳細については、
「静的データ (属性) の定義 (p. 172)」を参照してください。

•

[測定の定義] を変更します。既存の測定値の [データ型] は変更できません。詳細については、
「機器からのデータストリームの定義 (測定値) (p. 174)」を参照してください。

•

任意の [定義を変換する] を変更します。詳細については、「データの変換 (変換) (p. 175)」を
参照してください。

•

[メトリクスの定義] を変更します。既存のメトリクスの [時間間隔] は変更できません。詳細につ
いては、「プロパティおよびその他のアセットのデータ (指標) の集計 (p. 178)」を参照してく
ださい。
任意の [階層の定義] を変更します。既存の階層の [階層モデル] を変更することはできません。
詳細については、「アセットモデル間の関係 (階層) を定義する。 (p. 219)」を参照してくださ
い。

•
6.

[保存] を選択します。

アセットモデルの更新 (CLI)
AWS CLI を使用して、アセットモデルを更新できます。
を使用するUpdateAssetModelアセットモデルの名前、説明、プロパティ、階層を更新する操作。以下のパ
ラメータを指定します。
• assetModelId - アセットモデルの ID。
ペイロードで更新されたアセットモデルを指定します。アセットモデルの予想されるフォーマットについ
ては、「アセットモデルを作成する (p. 164)」を参照してください。

Warning
-UpdateAssetModelオペレーションは、ペイロードで指定したモデルで既存のモデルを上書きし
ます。アセットモデルのプロパティまたは階層を削除しないようにするには、更新されたアセッ
トモデルのペイロードにその ID と定義を含める必要があります。モデルの既存の構造を照会する
方法については、DescribeAssetModel操作。

アセットモデルを更新するには (CLI)
1.

次のコマンドを実行して、既存のアセットモデル定義を取得します。置換asset-model-id更新する
アセットモデルの ID を指定します。
aws iotsitewise describe-asset-model --asset-model-id asset-model-id

このオペレーションは、アセットモデルの詳細を含むレスポンスを返します。このレスポンスには以
下の構造が含まれます。
{

"assetModelId": "String",
"assetModelArn": "String",
"assetModelName": "String",
"assetModelDescription": "String",
"assetModelProperties": Array of AssetModelProperty,
"assetModelHierarchies": Array of AssetModelHierarchyDefinition,
"assetModelCompositeModels": Array of AssetModelCompositeModel,
"assetModelCreationDate": "String",
"assetModelLastUpdateDate": "String",
"assetModelStatus": {
"state": "String",
"error": {
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}

}

}

"code": "String",
"message": "String"

詳細については、DescribeAssetModel オペレーションを参照してください。
2.

update-asset-model.json という名前のファイルを作成し、前のコマンドのレスポンスをファイ
ルにコピーします。

3.

update-asset-model.json の JSON オブジェクトから次のキーと値のペアを削除します。
• assetModelId
• assetModelArn
• assetModelCreationDate
• assetModelLastUpdateDate
• assetModelStatus
-UpdateAssetModelオペレーションでは、次の構造を持つペイロードが必要です。
{

}

4.

5.

"assetModelName": "String",
"assetModelDescription": "String",
"assetModelProperties": Array of AssetModelProperty,
"assetModelHierarchies": Array of AssetModelHierarchyDefinition,
"assetModelCompositeModels": Array of AssetModelCompositeModel

update-asset-model.json で、次のいずれかを行ってください。
•

アセットモデルの名前を変更します (assetModelName)。

•

アセットモデルの説明を変更、追加、または削除します (assetModelDescription)。

•

アセットモデルのプロパティを変更、追加、または削除します (assetModelProperties)。既
存のプロパティの dataType、または既存のメトリクスの window を変更することはできませ
ん。詳細については、「データのプロパティを定義する。 (p. 172)」を参照してください。

•

アセットモデルの階層を変更、追加、または削除します (assetModelHierarchies)。既存の階
層の childAssetModelId は変更できません。詳細については、「アセットモデル間の関係 (階
層) を定義する。 (p. 219)」を参照してください。

•

アラーム定義など、アセットモデルの複合モデル (assetModelCompositeModels) を変更、追
加、削除する。アラームは、他のプロパティをモニタリングし、機器やプロセスに注意が必要な
時期を特定することができます。各アラーム定義は、アラームが使用する一連のプロパティを標
準化した複合モデルです。詳細については、アラームによるデータのモニタリング。 (p. 250)
および アセットモデルにおけるアラームの定義 (p. 253) を参照してください。

次のコマンドを実行して、update-asset-model.json に保存されている定義でアセットモデルを
更新します。置換asset-model-idアセットモデルの ID をに使用します。
aws iotsitewise update-asset-model \
--asset-model-id asset-model-id \
--cli-input-json file://model-payload.json

アセットとモデルの削除
アセットとモデルは、作業が終了したら AWS IoT SiteWise から削除できます。削除オペレーションは非
同期的で、AWS IoT SiteWise を介して反映されるのに時間がかかります。
236

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
アセットの削除

トピック
• アセットの削除 (p. 237)
• アセットモデルの削除 (p. 239)

アセットの削除
AWS IoT SiteWise コンソールまたは API を使用してアセットを削除できます。
アセットを削除する前に、まずその子アセットの関連付けを解除して、親アセットとの関連付けを解除す
る必要があります。詳細については、「アセットの関連付けと関連付け解除 (p. 229)」を参照してくださ
い。使用するものAWS CLI、以下を使用できます。ListAssociatedAssets資産の子を一覧表示する操作。
アセットを削除すると、変更が反映されるまで、アセットのステータスは DELETING になります。詳細に
ついては、「アセットおよびモデルの状態 (p. 161)」を参照してください。アセットを削除した後は、そ
のアセットに対してクエリを実行することはできません。使用すると、API は HTTP 404 レスポンスを返
します。

Important
AWS IoT SiteWise は、削除されたアセットのすべてのプロパティデータを削除します。
トピック
• アセットの削除 (コンソール) (p. 237)
• アセットの削除 (CLI) (p. 239)

アセットの削除 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、アセットを削除できます。

アセットを削除するには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

削除するアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。
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4.

アセットに [関連付けられたアセット] がある場合は、各アセットを削除します。アセットの名前を選
択して、そのページに移動して、アセットを削除できます。

5.

アセットのページで、[削除] を選択します。

6.

[アセットの削除] ダイアログで、次の操作を行います。
a.

削除を確定するには、Delete と入力します。

b.

[Delete] (削除) を選択します。
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アセットの削除 (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してアセットを削除できます。
を使用するDeleteAssetアセットを削除する操作。以下のパラメータを指定します。
• assetId - アセットの ID。

アセットを削除するには (CLI)
1.

次のコマンドを実行して、アセットの階層を一覧表示します。asset-id をアセットの ID に置き換
えます。
aws iotsitewise describe-asset --asset-id asset-id

このオペレーションは、アセットの詳細を含むレスポンスを返します。レスポンスには、次の構造を
持つ assetHierarchies リストが含まれています。
{

}

2.

...
"assetHierarchies": [
{
"id": "String",
"name": "String"
}
],
...

詳細については、DescribeAsset オペレーションを参照してください。
階層ごとに次のコマンドを実行して、その階層に関連付けられているアセットの子を一覧表示しま
す。asset-id をアセットの ID に置き換え、hierarchy-id を階層の ID に置き換えます。
aws iotsitewise list-associated-assets \
--asset-id asset-id \
--hierarchy-id hierarchy-id

詳細については、ListAssociatedAssets オペレーションを参照してください。
3.

次のコマンドを実行して、関連する各アセットを削除してから、アセットを削除します。asset-id
をアセットの ID に置き換えます。
aws iotsitewise delete-asset --asset-id asset-id

アセットモデルの削除
AWS IoT SiteWise コンソールまたは API を使用して、アセットモデルを削除できます。
アセットモデルを削除する前に、まずアセットモデルから作成されたすべてのアセットを削除する必要が
あります。
アセットモデルを削除すると、変更が反映されるまで、アセットのステータスは DELETING になります。
詳細については、「アセットおよびモデルの状態 (p. 161)」を参照してください。アセットモデルを削除
した後は、そのアセットモデルをクエリすることはできません。使用すると、API は HTTP 404 レスポン
スを返します。

239

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
アセットモデルの削除

アセットモデルの削除 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、アセットモデルを削除できます。

アセットモデルを削除するには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Models (モデル) ] を選択します。
削除するアセットモデルを選択します。

4.

モデルに [アセット] がある場合は、各アセットを削除します。アセットの名前を選択してそのペー
ジに移動し、そこでアセットを削除できます。詳細については、「アセットの削除 (コンソール)
(p. 237)」を参照してください。

5.

モデルのページで、[削除] を選択します。

6.

[モデルを削除] ダイアログで、次の操作を行います。
a.

削除を確定するには、Delete と入力します。

b.

[Delete] (削除) を選択します。

アセットモデルの削除 (CLI)
AWS CLI を使用して、アセットモデルを削除できます。
を使用するDeleteAssetModelアセットモデルを削除する操作。以下のパラメータを指定します。
• assetModelId - アセットモデルの ID。

アセットモデルを削除するには (CLI)
1.

次のコマンドを実行して、モデルから作成されたすべてのアセットを一覧表示します。置換assetmodel-idアセットモデルの ID をに使用します。
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aws iotsitewise list-assets --asset-model-id asset-model-id

2.
3.

詳細については、ListAssets オペレーションを参照してください。
前のコマンドでモデルからアセットが返された場合は、各アセットを削除します。詳細については、
「アセットの削除 (CLI) (p. 239)」を参照してください。
次のコマンドを実行してアセットモデルを削除します。置換asset-model-idアセットモデルの ID
をに使用します。
aws iotsitewise delete-asset-model --asset-model-id asset-model-id
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データ取り込みの管理。
アセットモデルやアセットを作成する前に、データソースが AWS IoT SiteWise に産業用データを送信
するように設定することができます。AWS IoT SiteWise は、お客様の機器からraw データのストリー
ムを受信するために、自動的にデータストリームを作成します。各データストリームは、一意のデータ
ストリームエイリアスに対応します。例えば、ある風力発電所では、AWS IoT SiteWise エッジゲート
ウェイが OPC-UA サーバから AWS IoT SiteWise に気温、プロペラ回転速度、出力時系列データを転送
し、server1-windfarm/3/turbine/7/temperature データストリームのエイリアスはウインド
ファーム #3 のタービン #7 からの温度値を識別している。server1 は OPC-UA のデータソース名で
す。server1- は、この OPC-UA サーバーから報告されるすべてのデータストリームに付加されるプレ
フィックスです。
アセットモデルとアセットを作成した後、データストリームとアセットで定義されたアセットプロパティ
を関連付けてデータを構造化すると、AWS IoT SiteWise はアセットモデルとアセットを使用して、データ
ストリームから受信したデータを処理することができるようになります。また、アセットプロパティ から
のデータストリームの関連付けを解除することもできます。
現在、データストリームを関連付けることができるのは、測定値のみです。測定値とは、タイムスタンプ
付きの温度値やタイムスタンプ付きの回転数 (RPM) 値など、デバイスの raw のセンサーデータストリーム
を表すアセット特性の一種である。

Note
AWS IoT SiteWise は、お客様のストレージ料金を決定するために、Amazon リソースネーム
(ARN) リソースを TimeSeries が使用します。詳細については、AWS IoT SiteWise 料金を参照
してください。

データストリームの管理
データストリームをアセットプロパティと関連付けたり、データストリームをアセットプロパティから切
り離したりして、データを整理することができます。現在、データストリームを関連付けることができる
のは、測定値のみです。測定値とは、タイムスタンプ付きの温度値やタイムスタンプ付きの回転数 (RPM)
値など、デバイスの raw のセンサーデータストリームを表すアセット特性の一種である。
関連する測定値がメトリクスや変換を定義するために使用される場合、データストリームからの受信デー
タがコンピューティングを開始する。

Note
アセットプロパティは、同時に複数のデータストリームに関連付けることはできません。
次のセクションでは、の使用方法について説明します。AWS IoT SiteWiseデータストリームを管理するた
めのコンソールまたは API。
トピック
• 前提条件 (p. 243)
• データストリームを管理する (コンソール)。 (p. 245)
• データストリームの管理 (AWS CLI)。 (p. 247)
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前提条件
データストリームの管理を始めるには、次を完了させます。

Note
を初めて使用する場合AWS IoT SiteWise2021 年 11 月 24 日以降は、このセクションはスキップ
できます。
• 次の例に示すようなアクセス許可を IAM ロールが持っていることを確認してください。

Example IAM ユーザーポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PutAssetPropertyValuesAssetPropertyOnly",
"Effect": "Allow",
"Action": "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
"Resource": "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset/*"
},
{
"Sid": "PutAssetPropertyValuesPropertyAliasAllowed",
"Effect": "Allow",
"Action": "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
"Resource": "arn:aws:iotsitewise:*:*:time-series/*"
}
]

Important
データストリームにデータを取り込む前に、次のことを行ってください。
• データストリームの識別にプロパティエイリアスを使用する場合は、time-series リソー
スを認可する必要があります。
• 関連するアセットプロパティを含むアセットを識別するためにアセット ID を使用する場
合、asset リソースは認可されていなければなりません。
IAM ポリシーの設定の詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [Managing IAM
policies] (IAM ポリシーの管理) を参照してください。
• AWS IoT SiteWise がアセットプロパティに関連しないデータストリームを受け入れることができるよう
に、データ取り込み設定を構成します。

データ取り込みの設定 (コンソール)。
AWS IoT SiteWise コンソールを使用することで、アセットプロパティに関連しないデータストリームを
AWS IoT SiteWise が受け入れることを可能にします。

データ取り込みの設定を行うには (コンソール)。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) の下にある [Data ingestion] (データの取り込み) を選択し
ます。

3.

[Data ingestion] (データの取り込み) ページで、[Edit] (編集) を選択します。
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4.

[Disassociated data ingestion] (関連付けのないデータの取り込み) セクションで、[Enable data
ingestion for data streams not associated with asset properties] (アセットプロパティに関連しないデー
タストリームのデータインジェストを可能にする) を選択します。

Important
AWS IoT SiteWise がアセットプロパティに関連しないデータストリームを受け入れることを
有効にした後、この設定を無効にすることはできません。
5.

[Save] (保存) を選択します。

6.

[Enable disassociated data ingestion] (分離されたデータの取り込みを有効にする) で、[Update] (更新)
を選択します。のステータス関連付けを解除したデータ取り込みはになりますアクティブ。このプロ
セスには数分かかることがあります。

データ取り込みを設定する (AWS CLI)。
を有効にできますAWS IoT SiteWiseを使用してアセットプロパティに関連しないデータストリームをが受
け入れることを可能にしますPutStorageConfigurationAPI オペレーション。次の項では、AWS CLI を使用
します。

データ取り込みの設定を行うには (AWS CLI)。
1.

AWS IoT SiteWise がアセットプロパティに関連しないデータストリームを受信できるようにするに
は、次のコマンドを実行します。

Important
AWS IoT SiteWise がアセットプロパティに関連しないデータストリームを受け入れることを
有効にした後、この設定を無効にすることはできません。
aws iotsitewise put-storage-configuration \
--storage-type SITEWISE_DEFAULT_STORAGE \
--disassociated-data-storage ENABLED

storageType は MULTI_LAYER_STORAGE に設定することができます。詳細については、「スト
レージの管理 (p. 339)」を参照してください。

Example レスポンス
{

}

"storageType": "SITEWISE_DEFAULT_STORAGE",
"disassociatedDataStorage": "ENABLED",
"configurationStatus": {
"state": "UPDATE_IN_PROGRESS"
}

このプロセスには数分かかることがあります。
2.

ストレージの設定情報を取得するには、次のコマンドを実行します。
aws iotsitewise describe-storage-configuration

Example レスポンス
{

"storageType": "SITEWISE_DEFAULT_STORAGE",
"disassociatedDataStorage": "ENABLED",
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}

"configurationStatus": {
"state": "ACTIVE"
},
"lastUpdateDate": "2021-11-16T15:54:14-07:00"

データストリームを管理する (コンソール)。
AWS IoT SiteWise コンソールを使って、データストリームの管理をすることができます。

データストリームを管理するには (コンソール)。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで、[Data streams] (データストリーム) を選択します。

3.

(オプション) [Data stream] (データストリーム) 表では、次の方法でデータストリームをフィルタリン
グすることができます。
• [Alias prefix] (エイリアスプレフィックス) または [Asset ID] (アセット ID) を選択します。
• [Alias prefix] (エイリアスプレフィックス) - データストリームのエイリアスのプレフィックス。
ターゲットデータストリームにエイリアスのプレフィックスがある場合、このオプションを選択
することができます。
• [Asset ID] (アセット ID) - アセットプロパティが作成されたアセットの ID。ターゲットデータス
トリームがアセットプロパティと関連付けられている場合、このオプションを選択することがで
きます。
• [All data streams] (すべてのデータストリーム) 、[Associated data streams] (関連付けられたデータ
ストリーム) 、[Disassociated data streams] (関連付けられていないデータストリーム) のいずれか
を選択します。
• [All data streams] (すべてのデータストリーム) - アセットプロパティに関連する、または関連しな
いデータストリーム。
• [Associated data streams] (関連するデータストリーム) - アセットプロパティに関連するデータス
トリーム。
• Disassociated data streams (関連付けられていないデータストリーム) - アセットプロパティと関
連付けられていないデータストリーム。

4.

管理するデータストリームを選択します。AWS IoT SiteWise では、選択したデータストリームをペー
ジ下部のグラフに表示します。10 個以上選択した場合、グラフは最初に選択した 10 個のみ表示され
ます。

5.

(オプション) 次の方法でグラフを設定することができます。
a.

[Aggregation function] (集計機能) については、次のいずれかを選択してください。
• [Data point count] (データ点数コンピューティング) - 現在の時間間隔における指定された変数
のデータポイントの合計数を返します。
• [Average] (平均) – 現在の時間間隔における指定された変数値の平均を返します。
• [Sum] (合計) – 現在の時間間隔における指定された変数値の合計を返します。
• [Minimum] (最小値) – 現在の時間間隔における指定された変数の最小値を返します。
• [Maximum] (最大値) – 現在の時間間隔における指定された変数の最大値を返します。
詳細については、「集計関数 (p. 194)」を参照してください。

b.

[Time ranges] (時間範囲) については、次のいずれかを選択してください。
• [Last 1 hour] (過去 1 時間) - グラフは過去 1 時間のデータを集計して表示します。
• [Last 2 hour] (過去 2 時間) - グラフは過去 2 時間のデータを集計して表示します。
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• [Last 3 hour] (過去 3 時間) - グラフは過去 3 時間のデータを集計して表示します。
• [Last 4 hour] (過去 4 時間) - グラフは過去 4 時間のデータを集計して表示します。
c.

[Time interval] (時間間隔) については、次のいずれかを選択します。
• [1 minute] (1 分) - 指定した時間範囲のデータを 1 分ごとに集計します。
• [1 hour] (1 時間) - 指定した時間範囲のデータを 1 時間ごとに集計します。

6.

[Manage data streams] (データストリームの管理) を選択します。

7.

[Update data stream associations] (データストリームの関連付けの更新) セクションの [Measurement]
(測定) 列で、次のいずれかを実行します。
• データストリームが測定値と関連付けられている場合、閉じるアイコンを選択して関連付けを削除
します。
• データストリームが測定値に関連付けられていない場合、[Choose measurement] (測定値の選択) を
選択します。

8.

[Choose measurement] (測定値の選択) の表で、対象アセットに移動し、関連付ける測定を選択しま
す。

9.

(オプション) [Update asset property aliases] (アセットプロパティエイリアスの更新) セクションで、
各測定に対して一意のエイリアスを入力します。

10. [Update (更新) ] を選択します。
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[Status] (状態) 欄には、次のいずれかの値を指定することができる。
• [Pending] (保留中) - データストリームの関連付けまたはアセットプロパティのエイリアスを更新してい
るところです。
• [Submit] (送信) - 関連付けまたはアセットプロパティのエイリアスへの変更が保存されます。
• [Error] (エラー) - AWS IoT SiteWise は、データストリームの関連付けまたは測定のエイリアスを更新す
る要求を処理できませんでした。
• [Success] (成功) - データストリームのアソシエーションまたは測定のエイリアスを正常に更新しまし
た。

データストリームの管理 (AWS CLI)。
データストリームの管理には、次の API 操作を使用できます。コード例では、AWS CLI を使用していま
す。
• AssociateTimeSeriesToAssetProperty-データストリーム (時系列) をアセットプロパティと関連付ける。
• DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty-アセットプロパティからデータストリームの関連付けを解
除する。
• DeleteTimeSeries— データストリームを削除します。
• DescribeTimeSeries-データストリームに関する情報を取得します。
• ListTimeSeries-データストリームのページ割りされたリストを取得します。

AssociateTimeSeriesToAssetProperty
データストリームとアセットプロパティを関連付けるには、次のコマンドを実行します。

Important
指定されたアセットプロパティは、現在どのデータストリームにも関連付けられてはならない。
• 置換data-stream-alias関連付けるデータストリームのエイリアスを使用してください。
• asset-ID をアセットプロパティが作成されたアセットの ID に置き換えてください。
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• property-ID をアセットプロパティの ID に置き換えてください。

aws iotsitewise associate-time-series-to-asset-property \
--alias data-stream-alias \
--assetId asset-ID \
--propertyId property-ID

DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty
データストリームとアセットプロパティの関連付けを解除するには、次のコマンドを実行します。
• 置換data-stream-alias関連付けを解除するデータストリームのエイリアスを使用してください。
• asset-ID をアセットプロパティが作成されたアセットの ID に置き換えてください。
• property-ID をアセットプロパティの ID に置き換えてください。

aws iotsitewise disassociate-time-series-from-asset-property \
--alias data-stream-alias \
--assetId asset-ID \
--propertyId property-ID

DeleteTimeSeries
データストリームを削除するには、次のコマンドを実行します。
置換data-stream-aliasは削除するデータストリームのエイリアスを使用してください。
aws iotsitewise delete-time-series --alias data-stream-alias

データストリームを特定するには、次のいずれかを行います。
• データストリームがアセットプロパティと関連付けられていない場合、データストリームの alias を指
定します。
• データストリームがアセットプロパティと関連付けられている場合、次のいずれかを指定します。
• データストリームの alias。
• アセットプロパティを識別する assetId、propertyId です。

DescribeTimeSeries
DescribeTimeSeries APIオ ペレーションを使用して、データストリームの関連付けまたは解除が正常
に行われたかどうかを確認することができます。
データストリームの情報を取得するには、次のコマンドを実行します。
aws iotsitewise describe-time-series --alias data-stream-alias

データストリームを特定するには、次のいずれかを行います。
• データストリームがアセットプロパティと関連付けられていない場合、データストリームの alias を指
定します。
• データストリームがアセットプロパティと関連付けられている場合、次のいずれかを指定します。
• データストリームの alias。
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• アセットプロパティを識別する assetId、propertyId です。

ListTimeSeries
ListTimeSeries API操 作で、データストリームの削除に成功したかどうかを確認することができます。
データストリームのページ割りされたリストを取得するには、次のコマンドを実行します。
aws iotsitewise list-time-series
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アラームによるデータのモニタリン
グ。
データに対してアラームを設定し、機器の動作やプロセスが最適な状態でない場合に、チームにアラート
通知を送信することができます。機器やプロセスの最適なパフォーマンスとは、特定のメトリクスの値が
上限と下限の範囲内にあることを指します。これらのメトリクスが運用の範囲外の場合、機器のオペレー
ターに通知して問題を解決する必要があります。アラームを使用して、問題を迅速に特定し、オペレー
ターに通知して、機器やプロセスのパフォーマンスを最大限に高めることができます。
トピック
• アラーム型 (p. 250)
• アラームの状態 (p. 251)
• アラーム状態のプロパティ (p. 251)
• アセットモデルにおけるアラームの定義 (p. 253)
• アセットにアラームを設定する。 (p. 277)
• アラームへの対応。 (p. 280)
• 外部アラームの状態を取り込む。 (p. 285)

アラーム型
AWS クラウドで検知するアラームと、外部プロセスで検知するアラームを定義することができま
す。AWS IoT SiteWise は次の種類のアラームをサポートしています。
• AWS IoT Events のアラーム
AWS IoT Events アラームは、AWS IoT Events で検出するアラームです。AWS IoT SiteWise は AWS
IoT Eventsのアラームモデルにアセットプロパティ値を送信します。その後、AWS IoT Events は AWS
IoT SiteWise にアラーム状態を送信する。アラームが検出されるタイミングや、アラームの状態が変化
したときの通知先などのオプションを設定することができます。また、アラームの状態が変化したとき
に発生する [AWS IoT Events actions] (アクション) を定義することができます。
AWS IoT Events 内のアラームはアラームモデルのインスタンスです。アラームモデルは、アラームのし
きい値や重要度、アラームの状態が変化したときの処理などを指定します。アラームモデルの各属性を
設定するとき、アラームがモニタリングするアセットモデルから属性プロパティを指定します。アセッ
トモデルに基づくすべてのアセットは、AWS IoT Events がアラームのその特徴を評価するときに、そ
の属性の値を使用します。詳細については、[AWS IoT Events Developer Guide] (デベロッパーガイド)
の[Using alarms] (アラームの使用) を参照してください。
AWS IoT Events アラームの状態が変化したときに対応できます。例えば、アラームがアクティブになっ
たときに、それを確認したり、スヌーズしたりすることができます。また、アラームの有効化、無効
化、リセットも可能です。
SiteWise モニタリングユーザーは、視覚化し、設定し、対応することができます。AWS IoT Eventsア
ラームイン SiteWise 監視ポータル。詳細については、[AWS IoT SiteWise Monitor Developer Guide] (デ
ベロッパーガイド) の[Monitoring with alarms] (アラームによるモニタリング) を参照してください。

Note
AWS IoT Events では、これらのアラームを評価し、AWS IoT SiteWise と AWS IoT Events 間
でデータを転送するために料金が発生します。詳細については、AWS IoT Events 料金を参照し
てください。
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• 外部アラーム
外部アラームは、AWS IoT SiteWise の外部で評価するアラームです。アラームの状態を報告するデータ
ソースがある場合は、外部アラームを使用します。外部アラームは、アラーム状態データを取り込む測
定プロパティを含んでいます。
外部アラームの状態が変わっても、確認やスヌーズはできません。
SiteWise [Monitor] (モニター) のユーザーは、で外部アラームの状態を見ることができます。 SiteWise
ポータルをモニタリングするが、これらのアラームを構成したり応答したりすることはできません。
AWS IoT SiteWise は、外部アラームの状態を評価しません。

アラームの状態
産業用アラームには、モニタリングする機器やプロセスの状態に関する情報と、アラーム状態に対するオ
ペレータの対応に関する情報(オプション) が含まれています。
AWS IoT Events アラームを定義するとき、[acknowledge flow] (フロー承認) を有効にするかどうかを指
定します。フロー承認はデフォルトで有効になっています。このオプションを有効にすると、オペレー
ターはアラームを承認し、アラームに関する詳細や対処方法をメモに残すことができます。アクティブ
なアラームが非アクティブになる前にオペレーターが承認しないと、アラームはラッチされた状態になり
ます。ラッチされた状態は、アラームがアクティブになり、承認されなかったことを示します。したがっ
て、オペレータは装置またはプロセスをチェックし、ラッチされたアラームを承認する必要があります。
アラームには次の状態があります。
• [Normal] (正常) (Normal) – アラームは有効ですが、非アクティブです。工業プロセスや機器が期待通り
に動作している。
• [Active] (アクティブ) (Active) – アラームはアクティブです。産業プロセスまたは装置が動作範囲外に
あり、注意が必要である。
• [Acknowledged] (承認済み) (Acknowledged) – オペレータがアラームの状態を承認しました。
この状態は、承認フローを有効にしたアラームにのみ適用されます。
• [Latched] (ラッチされた) (Latched) – アラームは正常に戻ったが、アクティブであり、オペレーターは
それを承認しなかった。産業プロセスや機器では、アラームを正常に戻すためにオペレーターの注意が
必要です。
この状態は、承認フローを有効にしたアラームにのみ適用されます。
• [Snoozed] (スヌーズ) (SnoozeDisabled) – オペレータがアラームをスヌーズしたため、アラームは無
効になります。アラームをスヌーズさせる時間をオペレータが定義します。この時間が経過すると、ア
ラームは通常状態に戻ります。
• [Disabled] (無効) (Disabled) — アラームは無効になり、検出されません。

アラーム状態のプロパティ
AWS IoT SiteWise は、アラーム状態データを文字列にシリアライズした JSON オブジェクトとして保存
します。このオブジェクトは、アラームの状態、およびオペレータの応答アクションやアラームが評価す
るルールなどの追加情報を含みます。
アラーム状態のプロパティは、その名前と構造体型である AWS/ALARM_STATE によって識別されます。詳
細については、「アセットモデルにおけるアラームの定義 (p. 253)」を参照してください。
アラーム状態データオブジェクトは、次の情報が含まれています。
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stateName
アラームの状態。詳細については、「アラームの状態 (p. 251)」を参照してください。
データ型: STRING
customerAction
(オプション) アラームに対するオペレータの応答に関する情報を含むオブジェクト。オペレータは、
アラームの有効化、無効化、確認、スヌーズを行うことができます。その際、アラームの状態データ
には、彼らの応答と、応答時に残すことのできるメモが含まれます。このオブジェクトには、次の情
報が含まれます。
actionName
オペレータがアラームに対応するために取るアクションの名前。この値には、次の文字列のいず
れかが含まれます。
• ENABLE
• DISABLE
• SNOOZE
• ACKNOWLEDGE
• RESET
データ型: STRING
enable
(オプション) オペレータがアラームを有効にしたときに、customerAction に存在するオブジェ
クトです。オペレータがアラームを有効にすると、アラーム状態は Normal になります。このオ
ブジェクトには、次の情報が含まれます。
note
(オプション) 顧客がアラームを有効にする際に残すメモ。
データ型: STRING
最大文字数: 128 文字
disable
(オプション) オペレータがアラームを無効にしたときに customerAction に存在するオブジェ
クト。オペレータがアラームを有効にすると、アラーム状態は Disabled になります。このオブ
ジェクトには、次の情報が含まれます。
note
(オプション) 顧客がアラームを無効にする際に残すメモ。
データ型: STRING
最大文字数: 128 文字
acknowledge
(オプション) オペレータがアラームを承認するときに customerAction に存在するオブジェク
ト。オペレータがアラームを有効にすると、アラーム状態は Acknowledged になります。この
オブジェクトには、次の情報が含まれます。
note
(オプション) 顧客がアラームを確認する際に残すメモ。
データ型: STRING
最大文字数: 128 文字
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snooze
(オプション) オペレータがアラームをスヌーズしたときに customerAction に存在するオブ
ジェクト。オペレータがアラームを有効にすると、アラーム状態は SnoozeDisabled になりま
す。このオブジェクトには、次の情報が含まれます。
snoozeDuration
オペレータがアラームをスヌーズする時間 (秒)。この時間経過後、アラームは Normal 状態
になります。
データ型: INTEGER
note
(オプション) お客様がアラームをスヌーズした際に残すメモです。
データ型: STRING
最大文字数: 128 文字
ruleEvaluation
(オプション) アラームを評価するルールに関する情報を含むオブジェクトです。このオブジェクトに
は、次の情報が含まれます。
simpleRule
プロパティ値としきい値を比較演算子で比較する、単純なルールに関する情報を持つオブジェク
ト。このオブジェクトには、次の情報が含まれます。
inputProperty
このアラームが評価するプロパティの値。
データ型: DOUBLE
operator
このアラームがプロパティをしきい値を比較するために使用する比較演算子。この値には、
次の文字列のいずれかが含まれます。
• < - 未満
• <= - 次
• == - 等しい。
• != - 等しくない。
• >= - 以上
• > - 次より大きい
データ型: STRING
threshold
プロパティ値に対して、本アラームが比較するしきい値を設定する。
データ型: DOUBLE

アセットモデルにおけるアラームの定義
アセットモデルは、産業用データとアラームの標準化を推進します。アセットモデルにアラーム定義を行
うことで、アセットモデルに基づくすべてのアセットのアラームを標準化することができます。
アセットモデルにアラームを定義するには、[composite asset model] (複合アセットモデル) を使用しま
す。複合アセットモデルとは、他のアセットモデルに特定のプロパティのセットを標準化したアセットモ
デルです。複合アセットモデルは、アセットモデルに特定のプロパティが存在することを保証します。ア
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ラームは型、ステート、および (オプションの) 出典プロパティを持つため、アラーム複合モデルはこれら
のプロパティの存在を強制する。
各複合アセットモデルには、その複合モデルのプロパティを定義する型があります。アラーム複合モデル
は、アラーム型、アラーム状態、および (オプションの) アラーム出典のプロパティを定義します。複合
モデルを使ってアセットモデルからアセットを作成すると、アセットモデルで指定したプロパティに加え
て、複合モデルのプロパティもアセットに含まれます。
複合モデル内の各プロパティは、その複合モデルの型に応じて識別できる名前を持つ必要があります。
複合モデルプロパティは、複雑なデータ型を持つプロパティに対応しています。これらのプロパティ
は、STRUCT データ型と、プロパティの複合データ型を指定する dataTypeSpec 特性を持つ。複合デー
タ型プロパティは、文字列としてシリアライズされた JSON データを含む。
アラーム複合モデルは次のような特性を持ちます。各プロパティは、この型の複合モデル用に識別するた
めの名前を持つ必要があります。
アラーム型
アラームの型。次のいずれかを指定します。
• IOT_EVENTS - AWS IoT Events のアラームです。AWS IoT SiteWise は AWS IoT Events にデータ
を送信し、このアラームの状態を評価します。このアラーム定義に AWS IoT Events アラームモデ
ルを定義するために、アラーム出典プロパティを指定する必要があります。
• EXTERNAL - 外部アラーム アラームの状態を測定値として取り込みます。
プロパティ名: AWS/ALARM_TYPE
プロパティ型: [attribute] (p. 172) (属性)
データ型: STRING
[Alarm state] (アラームの状態)
アラームの状態を表す時系列データです。これは文字列としてシリアライズされたオブジェク
トであり、アラームの状態やその他の情報を含む。詳細については、「アラーム状態のプロパ
ティ (p. 251)」を参照してください。
プロパティ名: AWS/ALARM_STATE
プロパティの種類: [measurement] (p. 174) (測定)
データ型: STRUCT
データ構造型:AWS/ALARM_STATE
[Alarm source] (アラーム出典)
(オプション) アラームの状態を評価するリソースの Amazon リソースネーム (ARN) です。AWS IoT
Events アラームの場合、アラームモデルの ARN となります。
プロパティ名: AWS/ALARM_SOURCE
プロパティ型: [attribute] (p. 172) (属性)
データ型: STRING

Example アラーム複合モデルの例
次のアセットモデルは、温度をモニタリングするためのアラームを持つボイラーを表しています。AWS
IoT SiteWise は AWS IoT Events に温度データを送信し、アラームを検出します。
{

"assetModelName": "Boiler",
"assetModelDescription": "A boiler that alarms when its temperature exceeds its limit.",
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}

"assetModelProperties": [
{
"name": "Temperature",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "Celsius",
"type": {
"measurement": {}
}
},
{
"name": "High Temperature",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "Celsius",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "105.0"
}
}
}
],
"assetModelCompositeModels": [
{
"name": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"type": "AWS/ALARM",
"properties": [
{
"name": "AWS/ALARM_TYPE",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "IOT_EVENTS"
}
}
},
{
"name": "AWS/ALARM_STATE",
"dataType": "STRUCT",
"dataTypeSpec": "AWS/ALARM_STATE",
"type": {
"measurement": {}
}
},
{
"name": "AWS/ALARM_SOURCE",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {}
}
}
]
}
]

トピック
• AWS IoT Events アラームの定義 (p. 255)
• 外部アラームの定義 (p. 276)

AWS IoT Events アラームの定義
AWS IoT Events アラームを作成すると、AWS IoT SiteWise は AWS IoT Events にアセットプロパティ値
を送信し、アラームの状態を評価します。AWS IoT Events のアラーム定義は、AWS IoT Events で定義す
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るアラームモデルに依存します。アセットモデルに AWS IoT Events アラームを定義するには、AWS IoT
Events アラームモデルをアラーム出典プロパティとして指定したアラーム複合モデルを定義します。
AWS IoT Events アラームは、アラームしきい値やアラーム通知設定などの入力に関係します。これらの入
力は、アセットモデル上の属性として定義します。そして、これらの入力をモデルに基づいて各アセット
でカスタマイズすることができます。AWS IoT SiteWise コンソールは、これらの属性を作成することがで
きます。AWS CLI または API でアラームを定義する場合、これらの属性をアセットモデル上で手動で定義
する必要があります。
また、カスタムアラーム通知アクションなど、アラームが検出されたときに発生するその他のアクション
を定義することも可能です。例えば、Amazon SNSのトピックにプッシュ通知を送信するアクションを設
定することができます。定義できるアクションの詳細については、[AWS IoT Events Developer Guide] ()
デベロッパーガイド) の[Working with other AWS services] (他のサービスとの連携) を参照してください。
アセットモデルを更新または削除すると、AWS IoT SiteWise は AWS IoT Events のアラームモ
デルがこのアセットモデルに関連するアセットプロパティをモニタリングしているかどうかを
チェックすることができます。これにより、AWS IoT Events アラームが現在使用しているアセッ
トプロパティを削除することができなくなります。AWS IoT SiteWise でこの特徴を有効にするに
は、iotevents:ListInputRoutings アクセス許可が必要です。この権限により、AWS IoT SiteWise
への呼び出しができますListInputRoutingsでサポートされている API オペレーションAWS IoT Events。詳
細については、「(オプション) ListInputRoutings 許可 (p. 390)」を参照してください。

Note
アラーム通知機能は、中国 (北京) リージョンでは利用できません。
トピック
• アラーム通知の要件 (p. 256)
• AWS IoT Events アラームの定義 (コンソール) (p. 256)
• AWS IoT Events アラームの定義 (CLI) (p. 259)

アラーム通知の要件
AWS IoT Events は、AWS アカウントの AWS Lambda 機能を使用して、アラーム通知を送信します。ア
ラーム通知を有効にするには、アラームと同じ AWS リージョンにこのLambda関数を作成する必要があり
ます。このLambda関数は、テキスト通知の送信に[Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ]、
メール通知の送信に[Amazon Simple Email Service (Amazon SES) ]を使用しています。AWS IoT Events
アラームを作成するとき、アラームが通知を送信するために使用するプロトコルと設定を構成します。
AWS IoT Events では、このLambda関数を作成するための AWS CloudFormation スタックテンプレートが
アカウントで提供されています。詳細については、[AWS IoT Events Developer Guide] (デベロッパーガイ
ド) の[Alarm notification Lambda function] (アラーム通知 Lambda 関数) を参照してください。

AWS IoT Events アラームの定義 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使って、既存のアセットモデルに AWS IoT Events アラームを定義するこ
とができます。新しいアセットモデルに AWS IoT Events アラームを定義するには、アセットモデルを作
成し、次のステップを実行します。詳細については、「アセットモデルを作成する (p. 164)」を参照して
ください。

Important
各アラームには、そのアラームの比較対象となるしきい値を指定する属性が必要です。アラーム
を定義する前に、アセットモデルでしきい値属性を定義する必要があります。
例えば、風力タービンが定格最大風速 50mph を超えた場合にアラームを発生させたい場合を考え
てみましょう。アラームを定義する前に、デフォルト値が 50 の属性 ([Maximum wind speed] (最
大風速)) を定義する必要があります。
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アセットモデルで AWS IoT Events アラームを定義するには。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで、[Models (モデル) ] を選択します。

3.

アラームを定義するアセットモデルを選択します。

4.

[Alarm definitions] (アラーム定義) タブを選択します。

5.

[Add alarm] (アラームの追加) を選択します。

6.

[Alarm type options] (アラーム型のオプション) で、[AWS IoT Events alarm] (アラーム) を選択しま
す。

7.

アラームの名前を入力します。

8.

(オプション) アラームの説明を入力します。

9.

[Threshold definitions] (しきい値定義) ペインでは、アラームが検出されるタイミングとアラームの重
要度を定義します。次のコマンドを実行します
a.

アラームを検出した[Property] (プロパティ) を選択します。このプロパティが新しい値を受信する
度に、AWS IoT SiteWise は AWS IoT Events に値を送信し、アラームの状態を評価する。

b.

プロパティとしきい値の比較に使用する [Operator] (演算子) を選択します。次のオプションから
選択します。
• [< less than] (未満)
• [<= less than or equal] (より小さい、または等しい)
• = (等しい)
• (等しくない)
• [>= greater than or equal] (より大きい、または等しい)。
• [> greater than] (より大きい)

c.

しきい [Value] (値) として使用する属性プロパティを選択します。AWS IoT Events は、この属性
の値とプロパティの値を比較する。

d.

アラームの[Severity] (重要度) を入力します。このアラームの重要度を反映させるために、チーム
が理解できる数字を使用してください。

10. (オプション) [Notification settings] (通知設定) ペインで、アラームの通知設定を構成できます。アラー
ムは、AWS アカウントの AWS Lambda 機能を使用して、アラーム通知を管理します。詳細について
は、「アラーム通知の要件 (p. 256)」を参照してください。
このペインでは、このLambda関数、メッセージプロトコル、メッセージ受信者、およびこのアラー
ムが呼び出されたときに AWS IoT Events が送信するカスタムメッセージを構成します。属性プロパ
ティで受信者とカスタムメッセージを定義するので、後でこのモデルに基づいて各アセットにこれら
の値をカスタマイズすることができます。既存の属性を使用するか、各設定の属性を作成することが
できます。属性を作成すると、このアセットモデルに基づくすべてのアセットに対して、そのデフォ
ルト値を定義することができます。
[Notification settings] (通知設定) ペインで、次の操作を行います。
a.

[有効] を選択します。

Note
[Disabled] (無効) を選択した場合、お客様とお客様のチームはアラーム通知を受け取りま
せん。
b.

[Recipient] (受信者) では、受信者を選択します。

Important
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーにアラーム通知
を送ることができます。この機能を使用するには、IAM Identity Center を有効にする必
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要があります。IAM アイデンティティセンターを有効にできるのは 1 つだけです。AWS
一度に 1 つずつリージョン。つまり、IAM Identity Center を有効にしたリージョンで
のみ、アラーム通知を定義することができます。詳細については、[AWS IAM Identity
Center (successor to AWS Single Sign-On) User Guide] (ユーザーガイド) の[Getting
started] (使用開始) を参照してください。
c.

[Protocol] (プロトコル) については、次のオプションから選択してください。
• メールとテキスト— アラームは、SMS メッセージとE メールメッセージで IAM ID センターの
ユーザーに通知されます。
• E メール— アラームは、E メールメッセージで IAM Identity Center ユーザーに通知されます。
• Text— アラームは、IAM Identity Center のユーザーに SMS メッセージで通知されます。

d.

[Sender] (送信者) は、送信者を選択します。

Important
Amazon Simple Email Service (Amazon SES) で送信者メールアドレスの確認が必要
です。詳細については、[Amazon Simple Email Service Developer Guide] (Amazon
Simple Email Service デベロッパーガイド) の[Verifying email addresses in Amazon SES]
(Amazon SES でのメールアドレスの確認) を参照してください。
11. このアラームの[Default asset state] (デフォルトのアセット状態) を指定します。このアセットモデル
から作成するすべてのアセットに対して、後のステップでこのアラームを有効または無効にすること
ができます。
12. の中に詳細設定ペインでは、アクセス許可、追加の通知設定、アラーム状態のアクション、アラーム
モデルを構成できます SiteWise 監視と承認フロー。

Note
AWS IoT Events アラームは、次のサービスロールが必要です。
• AWS IoT Events が AWS IoT SiteWise にアラーム状態値を送信するために担うロール。
• AWS IoT Events がLambdaにデータを送るために想定しているロール。このロールは、ア
ラームが通知を送信する場合にのみ必要です。
[] (アクセス許可) ペインで、次の操作を行います。
a.

[AWS IoT Events role] (ロール) の場合、既存のロールを使用するか、必要なアクセス許可を持つ
ロールを作成します。このロールには、iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue アク
セス許可と、 iotevents.amazonaws.com がロールを引き受けることを許可する信頼関係が必要で
す。

b.

[AWS IoT Events Lambda role] (Lambda ロール) については、既存のロールを使用するか、必
要なアクセス許可を持つロールを作成します。このロールには、lambda:InvokeFunction、
sso-directory:DescribeUser のアクセス許可と、iotevents.amazonaws.com がその
ロールを担うことができる信頼関係が必要です。

13. (オプション) [Additional notification settings] (追加の通知設定) ペインで、次を実行します。
a.

[Recipient attribute] (受信者属性) には、通知の受信者を指定する値を持つ属性を定義します。IAM
Identity Center ユーザーを受信者として選択することができます。
属性を作成するか、アセットモデル上の既存の属性を使用することができます。
•

属性を作成する場合は、[Attribute name] (属性の名前) と [Default value] (デフォルト値) を指
定します。

•

既存の属性を使用する場合は、[Attribute name] (属性名) でその属性を選択します。アラーム
は、選択した属性のデフォルト値を使用します。

このアセットモデルから作成する各アセットで、デフォルト値を上書きすることができます。
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b.

[Custom message attribute] (カスタムメッセージ属性) には、デフォルトの状態変化メッセージに
加えて、送信するカスタムメッセージを指定する属性を定義します。例えば、このアラームの対
処方法をチームが理解するのに役立つメッセージを指定することができます。
属性を作成するか、アセットモデル上の既存の属性を使用するかを選択することができます。
•

属性を作成する場合は、[Attribute name] (属性の名前) と [Default value] (デフォルト値) を指
定します。

•

既存の属性を使用する場合は、[Attribute name] (属性名) でその属性を選択します。アラーム
は、選択した属性のデフォルト値を使用します。

このアセットモデルから作成する各アセットで、デフォルト値を上書きすることができます。
c.

[Function name] (関数の名前) には、既存のLambda関数を選択するか、アラーム通知を管理する
関数を作成します。詳細については、[AWS IoT EventsDeveloper Guide] (デベロッパーガイド) の
[Managing alarm notifications] (アラーム通知の管理) を参照してください。

14. (オプション) [Set state action] (アクション状態の設定) で、次を実行します。
a.

[Edit action] (アクションを編集) を選択します。

b.

[Add alarm state actions] (アラーム状態アクションの追加) ページで、アクションを追加します。
アクションは最大10個まで追加可能です。

AWS IoT Events はアラームがアクティブなときにアクションを実行することができます。タイマーの
使用や可変の設定、他の AWS リソースへのデータ送信などの組み込みアクションを定義することが
できます。詳細については、[AWS IoT Events Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Supported
actions] (対応アクション) を参照してください。
15. (オプション) ででアラームモデルを管理する SiteWise 監視ペイン、選択有効または無効。
このオプションを使用すると、のアラームモデルを更新することができます。 SiteWise モニター。デ
フォルトでは、このオプションは有効になっています。
16. [Acknowledge flow] (フロー承認) では、フロー承認を有効にするかどうかを指定できます。フロー承
認の詳細については、アラームの状態 (p. 251) を参照してください。
17. [Add alarm] (アラームの追加) を選択します。

Note
AWS IoT SiteWise コンソールは、アセットモデルにアラームを追加するために、複数の API
リクエストを行います。[Add alarm] (アラームの追加) を選択すると、コンソールがダイアロ
グボックスを開き、これらの API リクエストの進行状況が表示されます。各 API リクエスト
が成功するまで、または API リクエストが失敗するまで、このページに滞在してください。
リクエストに失敗した場合は、ダイアログボックスを閉じて問題を修正し、[Add alarm] (ア
ラームの追加) を選択して再試行してください。

AWS IoT Events アラームの定義 (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、アセットプロパティをモニタリングする AWS IoT
Events アラームを定義することができます。新規または既存のアセットモデルにアラームを定義すること
ができます。アセットモデル上でアラームを定義した後、AWS IoT Events でアラームを作成し、アセット
モデルに接続します。このプロセスでは、次のことを行います。
ステップ
• ステップ 1: アセットモデルにアラームを定義する。 (p. 260)
• ステップ 2: の定義AWS IoT Eventsアラームモデル (p. 265)
• ステップ 3: 間のデータフローを有効にするAWS IoT SiteWiseそしてAWS IoT Events (p. 275)
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ステップ 1: アセットモデルにアラームを定義する。
新規または既存のアセットモデルに、アラーム定義と関連プロパティを追加します。

アセットモデルにアラームを定義するには (CLI)。
1.

asset-model-payload.json という名前のファイルを作成します。これらの他のセクションのス
テップに従って、アセットモデルの詳細をファイルに追加しますが、アセットモデルの作成または
更新のリクエストは送信しないでください。このセクションでは、asset-model-payload.json
ファイルのアセットモデル詳細にアラーム定義を追加します。
•

アセットモデルの作成方法については、アセットモデルを作成する (CLI) (p. 165) を参照してく
ださい。

•

既存のアセットモデルを更新する方法については、アセットモデルの更新 (CLI) (p. 235) を参照
してください。

Note
アセットモデルには、アラームでモニタリングするアセットプロパティを含め、少なくとも1
つのアセットプロパティが定義されている必要があります。
2.

アセットモデルにアラーム複合モデル (assetModelCompositeModels) を追加する。AWS IoT
Events アラーム複合モデルは、IOT_EVENTS 型を指定し、アラーム出典プロパティを指定す
る。AWS IoT Events でアラームモデルを作成した後に、アラームソースプロパティを追加します。

Important
アラーム複合モデルは、後で作成する AWS IoT Events アラームモデルと同じ名前にする必
要があります。アラームモデル名には、英数字のみ使用できます。アラームモデルに同じ名
前を使用できるように、一意な英数字の名前を指定します。
{

}

3.

...
"assetModelCompositeModels": [
{
"name": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"type": "AWS/ALARM",
"properties": [
{
"name": "AWS/ALARM_TYPE",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "IOT_EVENTS"
}
}
},
{
"name": "AWS/ALARM_STATE",
"dataType": "STRUCT",
"dataTypeSpec": "AWS/ALARM_STATE",
"type": {
"measurement": {}
}
}
]
}
]

アセットモデルにアラームしきい値属性を追加する。このしきい値に使用するデフォルト値を指定し
ます。このモデルに基づいて、各アセットでこのデフォルト値を上書きすることができます。
260

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
AWS IoT Events アラームの定義

Note
アラームしきい値属性は、INTEGER または DOUBLE でなければならない。
{

}

4.

...
"assetModelProperties": [
...
{
"name": "Temperature Max Threshold",
"dataType": "DOUBLE",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "105.0"
}
}
}
]

(オプション) アセットモデルにアラーム通知属性を追加します。これらの属性は、IAM アイデンティ
ティセンターの受信者およびその他の入力を指定します。AWS IoT Eventsは、アラームの状態が変更
されたときにが通知を送信します。このモデルに基づいて、各アセットでこれらのデフォルトをオー
バーライドすることができます。

Important
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーにアラーム通知を送る
ことができます。この機能を使用するには、IAM Identity Center を有効にする必要がありま
す。IAM アイデンティティセンターを有効にできるのは 1 つだけです。AWS一度に 1 つず
つリージョン。つまり、IAM Identity Center を有効にしたリージョンでのみ、アラーム通知
を定義することができます。詳細については、[AWS IAM Identity Center (successor to AWS
Single Sign-On) User Guide] (ユーザーガイド) の[Getting started] (使用開始) を参照してくだ
さい。
次のコマンドを実行します
a.

IAM ID センター ID ストアの ID を指定する属性を追加する。IAM Identity Center を使用すること
ができます。ListInstancesID ストアを一覧表示する API オペレーション。この操作は、IAM ID セ
ンターを有効にしたリージョンでのみ機能します。
aws sso-admin list-instances

次に、ID ストア ID (例: d-123EXAMPLE) を属性のデフォルト値として指定します。
{

}

...
"assetModelProperties": [
...
{
"name": "identityStoreId",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "d-123EXAMPLE"
}
}
}
]
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b.

通知を受ける Identity Center ユーザーの ID を指定する属性を追加する。デフォルトの通知の受
信者を定義するために、IAM Identity Center ユーザー ID をデフォルト値として追加します。IAM
Identity Center ユーザー ID を取得するには、以下のいずれかを行ってください。
i.

IAM Identity Center を使用することができます。ListUsersユーザー名がわかっているユー
ザーの ID を取得するためのAPI。d-123EXAMPLE は ID ストアの ID に、[Name] (名前) は
ユーザーのユーザー名に置き換えてください。
aws identitystore list-users \
--identity-store-id d-123EXAMPLE \
--filters AttributePath=UserName,AttributeValue=Name

ii.

を使用するIAM Identity Center コンソーユーザーをブラウズして、ユーザー ID を探します。

そして、ユーザー ID (例えば、123EXAMPLE-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE)
を属性のデフォルト値として指定するか、デフォルト値なしで属性を定義します。
{

}

c.

(オプション) SMS (テキスト) メッセージ通知のデフォルトの送信者 ID を指定する属性を追加し
ます。Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) が送信するメッセージの送信者とし
て、送信者 ID が表示されます。詳細については、[Amazon Simple Notification Service Developer
Guide] (Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド) の[Requesting sender IDs for
SMS messaging with Amazon SNS] (Amazon SNS を利用した SMS メッセージの送信者 ID を要
求する) を参照してください。
{

}

d.

...
"assetModelProperties": [
...
{
"name": "userId",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "123EXAMPLE-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE"
}
}
}
]

...
"assetModelProperties": [
...
{
"name": "senderId",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "MyFactory"
}
}
}
]

(オプション) E メール通知で[from] (送信元) アドレスとして使用するデフォルトのE メールアドレ
スを指定する属性を追加します。
{
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}

e.

(オプション) E メール通知で使用するデフォルトの件名を指定する属性を追加します。
{

}

f.

...
"assetModelProperties": [
...
{
"name": "emailSubject",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "[ALERT] High boiler temperature"
}
}
}
]

(オプション) 通知に含める追加メッセージを指定する属性を追加します。デフォルトでは、通知
メッセージはアラームに関する情報を含んでいます。また、ユーザーにより多くの情報を与える
追加メッセージを含めることもできます。
{

}

5.

...
"assetModelProperties": [
...
{
"name": "fromAddress",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "my.factory@example.com"
}
}
}
]

...
"assetModelProperties": [
...
{
"name": "additionalMessage",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "Turn off the power before you check the alarm."
}
}
}
]

アセットモデルを作成、または既存のアセットモデルを更新します。次のいずれかを実行します。
•

アセットモデルを作成するには、次のコマンドを実行します。
aws iotsitewise create-asset-model --cli-input-json file://asset-model-payload.json

•

既存のアセットモデルを更新するには、次のコマンドを実行します。置換asset-model-idア
セットモデルの ID をに使用する。
aws iotsitewise update-asset-model \
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--asset-model-id asset-model-id \
--cli-input-json file://asset-model-payload.json

コマンドを実行したら、レスポンスに assetModelId に注意してください。

例: ボイラーアセットモデル
次のアセットモデルは、温度データを報告するボイラーを表しています。このアセットモデルでは、ボイ
ラーのオーバーヒートを検出するアラームを定義しています。
{

"assetModelName": "Boiler Model",
"assetModelDescription": "Represents a boiler.",
"assetModelProperties": [
{
"name": "Temperature",
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "C",
"type": {
"measurement": {}
}
},
{
"name": "Temperature Max Threshold",
"dataType": "DOUBLE",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "105.0"
}
}
},
{
"name": "identityStoreId",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "d-123EXAMPLE"
}
}
},
{
"name": "userId",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "123EXAMPLE-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE"
}
}
},
{
"name": "senderId",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "MyFactory"
}
}
},
{
"name": "fromAddress",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
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}

"defaultValue": "my.factory@example.com"

}
},
{
"name": "emailSubject",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "[ALERT] High boiler temperature"
}
}
},
{
"name": "additionalMessage",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "Turn off the power before you check the alarm."
}
}
}

],
"assetModelHierarchies": [

}

],
"assetModelCompositeModels": [
{
"name": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"type": "AWS/ALARM",
"properties": [
{
"name": "AWS/ALARM_TYPE",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "IOT_EVENTS"
}
}
},
{
"name": "AWS/ALARM_STATE",
"dataType": "STRUCT",
"dataTypeSpec": "AWS/ALARM_STATE",
"type": {
"measurement": {}
}
}
]
}
]

ステップ 2: の定義AWS IoT Eventsアラームモデル
AWS IoT Events にアラームモデルを作成します。AWS IoT Events では、アラームモデルで値を指定する
ために[expressions] (表現) を使用します。表現を使って、AWS IoT SiteWise から値を指定して評価し、ア
ラームの入力として使用することができます。AWS IoT SiteWise がアセットプロパティの値をアラームモ
デルに送信すると、AWS IoT Events はその表現を評価してプロパティの値またはアセットの ID を取得す
る。アラームモデルでは、次のような表現が可能です。
• アセットプロパティ値
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アセットプロパティの値を取得するには、次の表現を使用します。置換assetModelIdアセットモデル
の ID をに使用する。propertyIdプロパティの ID を添えてください。
$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`propertyId`.propertyValue.value

• [Asset IDs] (アセット ID)
アセットのIDを取得するには、次の表現を使用します。置換assetModelIdアセットモデルの ID をに
使用する。propertyIdプロパティの ID を添えてください。
$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`propertyId`.assetId

Note
アラームモデルを作成する際、AWS IoT SiteWise 値に対して評価する表現の代わりにリテラルを
定義することができます。これにより、アセットモデルに定義する属性の数を減らすことができ
ます。ただし、値をリテラルで定義した場合、アセットモデルに基づいてアセットでその値をカ
スタマイズすることはできません。また、AWS IoT SiteWise Monitor ユーザーはアセットにしか
アラーム設定ができないため、アラームをカスタマイズすることができません。

AWS IoT Events アラームモデルを作成するには (CLI)
1.

AWS IoT Events でアラームモデルを作成する際、アラームが使用する各プロパティの ID を指定する
必要があり、その内容は次の通りです。
• 複合アセットモデルにおけるアラーム状態プロパティ。
• アラームがモニタリングしているプロパティ。
• しきい値属性
• (オプション) IAM Identity Center ID 属性
• (オプション) IAM Identity Center ユーザー ID 属性
• (オプション) SMS 送信者 ID 属性
• (オプション) E メールの[from] (送信元) アドレス属性
• (オプション) E メールの件名属性
• (オプション) 追加のメッセージ属性
次のコマンドを実行し、アセットモデル上のこれらのプロパティの ID を取得します。置換assetmodel-id前のステップのアセットモデルの ID をに使用する。
aws iotsitewise describe-asset-model --asset-model-id asset-model-id

このオペレーションは、アセットモデルの詳細を含むレスポンスを返します。アラームが使用する各
プロパティの ID を記録しておきます。これらの ID は、次のステップで AWS IoT Events アラームモ
デルを作成するときに使用します。
2.

AWS IoT Events にアラームモデルを作成します。次のコマンドを実行します
a.

alarm-model-payload.json という名前のファイルを作成します。

b.

次の JSON オブジェクトをファイルにコピーしてください。

c.

アラームの名前 (alarmModelName) 、説明 (alarmModelDescription) 、重要度 (severity)
を入力します。重要度には、お客様の会社の重要度レベルを反映した整数を指定します。
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Important
アラームモデルは、先にアセットモデルで定義したアラーム複合モデルと同じ名前であ
る必要があります。
アラームモデル名には、英数字のみ使用できます。
{

}

"alarmModelName": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"alarmModelDescription": "Detects when the boiler temperature is high.",
"severity": 3

d.

アラームに比較ルール (alarmRule) を追加します。このルールでは、モニタリングする
プロパティ (inputProperty) 、比較するしきい値 (threshold) 、使用する比較演算子
(comparisonOperator) を定義する。
• 置換assetModelIdアセットモデルの ID をに使用する。
• 置換alarmPropertyIdアラームがモニタリングするプロパティの ID を格納する。
• 置換thresholdAttributeIdしきい値属性プロパティの ID を指定します。
• GREATER は、プロパティ値としきい値の比較に使用する演算子で置き換えてください。次のオ
プションから選択します。
• LESS
• LESS_OR_EQUAL
• EQUAL
• NOT_EQUAL
• GREATER_OR_EQUAL
• GREATER

{

"alarmModelName": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"alarmModelDescription": "Detects when the boiler temperature is high.",
"severity": 3,
"alarmRule": {
"simpleRule": {
"inputProperty":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.propertyValue.value",
"comparisonOperator": "GREATER",
"threshold":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`thresholdAttributeId`.propertyValue.value"
}
}

}

e.

アラームの状態が変化した時に、AWS IoT SiteWise にアラームの状態を送信するアクション
(alarmEventActions) を追加する。

Note
アドバンストな設定として、アラームの状態が変化したときに実行する追加アクション
を定義することができます。例えば、AWS Lambda 関数を呼び出したり、MQTT トピッ
クに発行したりします。詳細については、[AWS IoT Events Developer Guide] (デベロッ
パーガイド) の[Working with other AWS services] (他のサービスとの連携) を参照してく
ださい。
• 置換assetModelIdアセットモデルの ID をに使用する。
• 置換alarmPropertyIdアラームがモニタリングするプロパティの ID を格納する。
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• 置換alarmStatePropertyIDアラーム複合モデル内のアラーム状態プロパティの ID をに使用
する。

{

"alarmModelName": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"alarmModelDescription": "Detects when the boiler temperature is high.",
"severity": 3,
"alarmRule": {
"simpleRule": {
"inputProperty":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.propertyValue.value",
"comparisonOperator": "GREATER",
"threshold":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`thresholdAttributeId`.propertyValue.value"
}
},
"alarmEventActions": {
"alarmActions": [
{
"iotSiteWise": {
"assetId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.assetId",
"propertyId": "'alarmStatePropertyId'"
}
}
]
}

}

f.

(オプション) アラーム通知設定を行います。アラーム通知アクションは、アカウント内の
Lambda関数を使用して、アラーム通知を送信します。詳細については、「アラーム通知の要
件 (p. 256)」を参照してください。アラーム通知の設定では、IAM Identity Center ユーザーに送
信する SMS とE メールの通知を設定できます。次のコマンドを実行します
i.

alarm-model-payload.json のペイロードにアラーム通知設定 (alarmNotification)
を追加する。
• 置換alarmNotificationFunctionARNアラーム通知を処理する Lambda 関数の ARN
を使用します。

{

"alarmModelName": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"alarmModelDescription": "Detects when the boiler temperature is high.",
"severity": 3,
"alarmRule": {
"simpleRule": {
"inputProperty":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.propertyValue.value",
"comparisonOperator": "GREATER",
"threshold":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`thresholdAttributeId`.propertyValue.value"
}
},
"alarmEventActions": {
"alarmActions": [
{
"iotSiteWise": {
"assetId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.assetId",
"propertyId": "'alarmStatePropertyId'"
}
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]

}

ii.

}

},
"alarmNotification": {
"notificationActions": [
{
"action": {
"lambdaAction": {
"functionArn": "alarmNotificationFunctionArn"
}
}
}
]
}

(オプション) SMS 通知を設定します（smsConfigurations) で、アラームの状態が変更さ
れたときに IAM Identity Center ユーザーに送信します。
• 置換identityStoreIdAttributeIdIAM ID センター ID ストアの ID を含む属性の ID と
共に。
• 置換userIdAttributeIDIAM ID センターユーザーの ID を含む属性の ID で。
• 置換senderIdAttributeIDAmazon SNS の送信者IDを含む属性のIDを指定するか、削
除するsenderIdペイロードから。
• 置換additionalMessageAttributeID追加のメッセージを含む属性の ID で、または
removeadditionalMessageペイロードから。

{

"alarmModelName": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"alarmModelDescription": "Detects when the boiler temperature is high.",
"severity": 3,
"alarmRule": {
"simpleRule": {
"inputProperty":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.propertyValue.value",
"comparisonOperator": "GREATER",
"threshold":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`thresholdAttributeId`.propertyValue.value"
}
},
"alarmEventActions": {
"alarmActions": [
{
"iotSiteWise": {
"assetId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.assetId",
"propertyId": "'alarmStatePropertyId'"
}
}
]
},
"alarmNotification": {
"notificationActions": [
{
"action": {
"lambdaAction": {
"functionArn": "alarmNotificationFunctionArn"
}
},
"smsConfigurations": [
{
"recipients": [
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{

"ssoIdentity": {
"identityStoreId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`identityStoreIdAttributeId`.propertyValue.value",
"userId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`userIdAttributeId`.propertyValue.value"
}
}
],
"senderId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`senderIdAttributeId`.propertyValue.value",
"additionalMessage":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`additionalMessageAttributeId`.propertyValue.value"
}
]
}
]
}
}

iii.

(オプション) E メールを通知するように設定する (emailConfigurations) で、アラームの
状態が変更されたときに IAM Identity Center ユーザーに送信します。
• 置換identityStoreIdAttributeIdIAM ID センター ID ストア ID 属性プロパティの ID
と共に。
• 置換userIdAttributeIDIAM Identity Center のユーザー ID 属性プロパティの ID をに使
用する。
• 置換fromAddressAttributeID「from」アドレス属性プロパティの ID を添えるか、削
除するfromペイロードから。
• 置換emailSubjectAttributeIDE メールの件名属性プロパティの ID を入れるか、削除
するsubjectペイロードから。
• 置換additionalMessageAttributeID追加のメッセージ属性プロパティの ID を添える
か、削除するadditionalMessageペイロードから。

{

"alarmModelName": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"alarmModelDescription": "Detects when the boiler temperature is high.",
"severity": 3,
"alarmRule": {
"simpleRule": {
"inputProperty":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.propertyValue.value",
"comparisonOperator": "GREATER",
"threshold":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`thresholdAttributeId`.propertyValue.value"
}
},
"alarmEventActions": {
"alarmActions": [
{
"iotSiteWise": {
"assetId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.assetId",
"propertyId": "'alarmStatePropertyId'"
}
}
]
},
"alarmNotification": {
"notificationActions": [
{
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"action": {
"lambdaAction": {
"functionArn": "alarmNotificationFunctionArn"
}
},
"smsConfigurations": [
{
"recipients": [
{
"ssoIdentity": {
"identityStoreId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`identityStoreIdAttributeId`.propertyValue.value",
"userId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`userIdAttributeId`.propertyValue.value"
}
}
],
"senderId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`senderIdAttributeId`.propertyValue.value",
"additionalMessage":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`additionalMessageAttributeId`.propertyValue.value"
}
],
"emailConfigurations": [
{
"from":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`fromAddressAttributeId`.propertyValue.value",
"recipients": {
"to": [
{
"ssoIdentity": {
"identityStoreId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`identityStoreIdAttributeId`.propertyValue.value",
"userId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`userIdAttributeId`.propertyValue.value"
}
}
]
},
"content": {
"subject":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`emailSubjectAttributeId`.propertyValue.value",
"additionalMessage":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`additionalMessageAttributeId`.propertyValue.value"
}
}
]
}
]
}
}

g.

(オプション) alarm-model-payload.jsonのペイロードにアラーム機能
(alarmCapabilities) を追加する。このオブジェクトでは、アセットモデルに基づいて、フ
ロー承認が有効かどうか、およびアセットに対するデフォルトの有効状態を指定することができ
ます。フロー承認の詳細については、アラームの状態 (p. 251) を参照してください。
{

"alarmModelName": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"alarmModelDescription": "Detects when the boiler temperature is high.",
"severity": 3,
"alarmRule": {
"simpleRule": {
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"inputProperty":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.propertyValue.value",
"comparisonOperator": "GREATER",
"threshold":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`thresholdAttributeId`.propertyValue.value"
}
},
"alarmEventActions": {
"alarmActions": [
{
"iotSiteWise": {
"assetId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.assetId",
"propertyId": "'alarmStatePropertyId'"
}
}
]
},
"alarmNotification": {
"notificationActions": [
{
"action": {
"lambdaAction": {
"functionArn": "alarmNotificationFunctionArn"
}
},
"smsConfigurations": [
{
"recipients": [
{
"ssoIdentity": {
"identityStoreId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`identityStoreIdAttributeId`.propertyValue.value",
"userId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`userIdAttributeId`.propertyValue.value"
}
}
],
"senderId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`senderIdAttributeId`.propertyValue.value",
"additionalMessage":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`additionalMessageAttributeId`.propertyValue.value"
}
],
"emailConfigurations": [
{
"from":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`fromAddressAttributeId`.propertyValue.value",
"recipients": {
"to": [
{
"ssoIdentity": {
"identityStoreId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`identityStoreIdAttributeId`.propertyValue.value",
"userId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`userIdAttributeId`.propertyValue.value"
}
}
]
},
"content": {
"subject":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`emailSubjectAttributeId`.propertyValue.value",
"additionalMessage":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`additionalMessageAttributeId`.propertyValue.value"
}
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]

}
]
},
"alarmCapabilities": {
"initializationConfiguration": {
"disabledOnInitialization": false
},
"acknowledgeFlow": {
"enabled": true
}
}

}

h.

}

AWS IoT EventsがAWS IoT SiteWiseにデータを送信するために想定
できる IAM サービスロール (roleArn) を追加します。このロールを
担うには、iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue の許可
と、iotevents.amazonaws.com がそのロールを担うことができる信頼関係が必要
です。通知を送信するには、このロールには lambda:InvokeFunction および ssodirectory:DescribeUser のアクセス許可も必要です。詳細については、[AWS IoT Events
Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Alarm service roles] (アラームサービスロール) を参照
してください。
• roleArn を、AWS IoT Events がこれらのアクションを実行するために想定できる役割の ARN
に置き換える。

{

"alarmModelName": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"alarmModelDescription": "Detects when the boiler temperature is high.",
"severity": 3,
"alarmRule": {
"simpleRule": {
"inputProperty":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.propertyValue.value",
"comparisonOperator": "GREATER",
"threshold":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`thresholdAttributeId`.propertyValue.value"
}
},
"alarmEventActions": {
"alarmActions": [
{
"iotSiteWise": {
"assetId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`alarmPropertyId`.assetId",
"propertyId": "'alarmStatePropertyId'"
}
}
]
},
"alarmNotification": {
"notificationActions": [
{
"action": {
"lambdaAction": {
"functionArn": "alarmNotificationFunctionArn"
}
},
"smsConfigurations": [
{
"recipients": [
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{

"ssoIdentity": {
"identityStoreId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`identityStoreIdAttributeId`.propertyValue.value",
"userId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`userIdAttributeId`.propertyValue.value"
}
}
],
"senderId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`senderIdAttributeId`.propertyValue.value",
"additionalMessage":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`additionalMessageAttributeId`.propertyValue.value"
}
],
"emailConfigurations": [
{
"from":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`fromAddressAttributeId`.propertyValue.value",
"recipients": {
"to": [
{
"ssoIdentity": {
"identityStoreId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`identityStoreIdAttributeId`.propertyValue.value",
"userId":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`userIdAttributeId`.propertyValue.value"
}
}
]
},
"content": {
"subject":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`emailSubjectAttributeId`.propertyValue.value",
"additionalMessage":
"$sitewise.assetModel.`assetModelId`.`additionalMessageAttributeId`.propertyValue.value"
}
}
]
}
]
},
"alarmCapabilities": {
"initializationConfiguration": {
"disabledOnInitialization": false
},
"acknowledgeFlow": {
"enabled": false
}
},
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyIoTEventsAlarmRole"

}

i.

次のコマンドを実行し、alarm-model-payload.json のペイロードから AWS IoT Events のア
ラームモデルを作成します。
aws iotevents create-alarm-model --cli-input-json file://alarm-model-payload.json

j.

この操作では、アラームモデルの ARN、alarmModelArn を含む応答が返されます。この ARN
をコピーして、次のステップでアセットモデルのアラーム定義に設定します。
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ステップ 3: 間のデータフローを有効にするAWS IoT SiteWiseそしてAWS IoT
Events
AWS IoT SiteWise と AWS IoT Events に必要なリソースを作成した後、リソース間のデータフローを有効
にすることで、アラームを有効にすることができます。このセクションでは、前のステップで作成したア
ラームモデルを使用するために、アセットモデルのアラーム定義を更新します。

AWS IoT SiteWise と AWS IoT Events の間のデータフローを有効にするには (CLI)。
•

アセットモデルにアラームの出典としてアラームモデルを設定します。次のコマンドを実行します
a.

次のコマンドを実行して、既存のアセットモデル定義を取得します。置換asset-model-idア
セットモデルの ID をに使用する。
aws iotsitewise describe-asset-model --asset-model-id asset-model-id

このオペレーションは、アセットモデルの詳細を含むレスポンスを返します。
b.

update-asset-model-payload.json という名前のファイルを作成し、前のコマンドのレス
ポンスをファイルにコピーします。

c.

update-asset-model-payload.json ファイルから次の key-value ペアを削除します。
• assetModelId
• assetModelArn
• assetModelCreationDate
• assetModelLastUpdateDate
• assetModelStatus

d.

先に定義したアラーム複合モデルに、アラーム出典プロパティ (AWS/ALARM_SOURCE) を追加し
ます。置換alarmModelArnアラームモデルの ARN を使用して、アラーム出典プロパティの値を
設定する。
{

...
"assetModelCompositeModels": [
...
{
"name": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"type": "AWS/ALARM",
"properties": [
{
"id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"name": "AWS/ALARM_TYPE",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "IOT_EVENTS"
}
}
},
{
"id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
"name": "AWS/ALARM_STATE",
"dataType": "STRUCT",
"dataTypeSpec": "AWS/ALARM_STATE",
"type": {
"measurement": {}
}
},
{
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}

e.

]

}

]

}

"name": "AWS/ALARM_SOURCE",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "alarmModelArn"
}
}

次のコマンドを実行し、update-asset-model-payload.json ファイルに保存されている定
義でアセットモデルを更新します。置換asset-model-idアセットモデルの ID をに使用する。
aws iotsitewise update-asset-model \
--asset-model-id asset-model-id \
--cli-input-json file://update-asset-model-payload.json

これで、アセットモデルには AWS IoT Events で検出するアラームが定義されました。このアセットモデ
ルに基づくすべてのアセットにおいて、対象プロパティをモニタリングするアラームです。各アセットに
アラームを設定することで、各アセットのしきい値や IAM Identity Center の受信者などのプロパティをカ
スタマイズすることができます。詳細については、「アセットにアラームを設定する。 (p. 277)」を参照
してください。

外部アラームの定義
外部アラームは、AWS IoT SiteWise 以外で検知したアラームの状態を含みます。

外部アラーム (コンソール) を定義する。
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、既存のアセットモデルに外部アラームを定義することができま
す。新しいアセットモデルに外部アラームを定義するには、アセットモデルを作成し、次のステップを実
行します。詳細については、「アセットモデルを作成する (p. 164)」を参照してください。

アセットモデルでアラームを定義するには。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Models (モデル) ] を選択します。
アラームを定義するアセットモデルを選択します。

4.
5.
6.

[Alarm definitions] (アラーム定義) タブを選択します。
[Add alarm] (アラームの追加) を選択します。
[Alarm type options] (アラーム型オプション) で、[External alarm] (外部アラーム) を選択します。

7.
8.
9.

アラームの名前を入力します。
(オプション) アラームの説明を入力します。
[Add alarm] (アラームの追加) を選択します。

外部アラームの定義 (CLI)
AWS CLI を使用して、新規または既存のアセットモデルに外部アラームを定義することができます。
アセットモデルに外部アラームを追加するには、アセットモデルにアラーム複合モデルを追加します。外
部アラーム複合モデルは、EXTERNAL 型を指定し、アラーム出典プロパティを指定しない。次の複合ア
ラームの例では、外部温度アラームを定義しています。
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{

}

...
"assetModelCompositeModels": [
{
"name": "BoilerTemperatureHighAlarm",
"type": "AWS/ALARM",
"properties": [
{
"name": "AWS/ALARM_TYPE",
"dataType": "STRING",
"type": {
"attribute": {
"defaultValue": "EXTERNAL"
}
}
},
{
"name": "AWS/ALARM_STATE",
"dataType": "STRUCT",
"dataTypeSpec": "AWS/ALARM_STATE",
"type": {
"measurement": {}
}
}
]
}
]

新規または既存のアセットモデルに複合モデルを追加する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。
• アセットモデルを作成する (CLI) (p. 165)
• アセットモデルの更新 (CLI) (p. 235)
外部アラームを定義した後、アセットモデルに基づいてアラームの状態をアセットに取り込むことができ
ます。詳細については、「外部アラームの状態を取り込む。 (p. 285)」を参照してください。

アセットにアラームを設定する。
アセットモデルで AWS IoT Events アラームを定義した後、アセットモデルに基づいて各アセットでア
ラームを設定することができます。アラームのしきい値や通知設定を編集することができます。これらの
値はそれぞれアセット上の属性であるため、属性のデフォルト値を更新することでこれらの値を設定する
ことができます。

Note
これらの値は、AWS IoT Events アラームに対して設定できますが、外部アラームに対しては設定
できません。
トピック
• しきい値の設定 (p. 278)
• 通知設定を行う。 (p. 279)
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しきい値の設定
AWS IoT SiteWise コンソールまたは API を使用して、アセットに対するアラームのしきい値を設定する
ことができます。
トピック
• しきい値を設定する (コンソール)。 (p. 278)
• しきい値を設定する (CLI)。 (p. 278)

しきい値を設定する (コンソール)。
AWS IoT SiteWise コンソールを使って、アラームのしきい値を指定する属性の値を更新することができま
す。

アラームのしきい値を更新するには (コンソール)。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

アラームしきい値を更新したいアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。

4.

[編集] を選択します。

5.

アラームがしきい値に使用している属性を検索し、新しい値を入力します。

6.

[Save] (保存) を選択します。

しきい値を設定する (CLI)。
アラームのしきい値を指定する属性の値を更新するために、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を
使用することができます。詳細については、「属性値の更新 (CLI) (p. 228)」を参照してください。
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通知設定を行う。
AWS IoT SiteWise コンソールまたは API を使用して、アセットに対するアラーム通知設定を行うことが
できます。
トピック
• 通知設定を行う (コンソール)。 (p. 279)
• 通知設定を行う (CLI)。 (p. 279)

通知設定を行う (コンソール)。
AWS IoT SiteWise コンソールを使って、アラームの通知設定を指定する属性の値を更新することができま
す。

アラームの通知設定を更新するには (コンソール)。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

アラームのしきい値を更新するアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。

4.

[編集] を選択します。

5.

変更したい通知設定にアラームが使用している属性を探し、その新しい値を入力します。

6.

[Save] (保存) を選択します。

通知設定を行う (CLI)。
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、アラームの通知設定を指定する属性の値を更新す
ることができます。詳細については、「属性値の更新 (CLI) (p. 228)」を参照してください。
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アラームへの対応。
AWS IoT Events アラームの状態が変化した場合、次のように対応します。
• アラームを確認することで、問題に対処していることを示すことができます。
• アラームをスヌーズして、一時的に無効にします。
• アラームを無効にすると、再度有効にするまで永久にアラームを無効にすることができます。
• 無効になっているアラームを有効にして、アラーム状態を検出する。
• アラームをリセットすると、アラームの状態や最新の値がクリアされます。
AWS IoT SiteWise コンソールまたは AWS IoT Events API を使用して、アラームに応答することができま
す。

Note
AWS IoT Events アラームには対応できますが、外部アラームには対応できません。
トピック
• アラームに対応する (コンソール)。 (p. 280)
• アラームに対応する (API)。 (p. 285)

アラームに対応する (コンソール)。
AWS IoT SiteWise コンソールを使って、アラームの承認、スヌーズ、無効化、有効化を行うことができま
す。
トピック
• アラームを承認する (コンソール)。 (p. 280)
• アラームをスヌーズする (コンソール)。 (p. 281)
• アラームを無効にする (コンソール)。 (p. 282)
• アラームを有効にする (コンソール)。 (p. 283)
• アラームをリセットする (コンソール)。 (p. 284)

アラームを承認する (コンソール)。
問題を処理していることを示すために、アラームを承認することができます。

Note
アラームを確認できるように、アラームのフロー承認を有効にする必要があります。このオプ
ションは、AWS IoT SiteWise コンソールからアラームを定義した場合、デフォルトで有効になり
ます。

アラームを確認するには (コンソール)。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

アラームを確認したいアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。
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4.

[Alarms] (アラーム) を選択します。

5.

確認するアラームを選択し、[Actions] (アクション) を選択して応答アクションメニューを表示しま
す。

6.

[Acknowledge] (承認) を選択します。アラームの状態が [Acknowledged] (承認済み) に変化します。

アラームをスヌーズする (コンソール)。
アラームをスヌーズして、一時的にアラームを無効にすることができます。アラームをスヌーズする時間
を指定します。

アラームをスヌーズするには (コンソール)。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

アラームをスヌーズさせたいアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。
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4.

[Alarms] (アラーム) を選択します。

5.

スヌーズするアラームを選択し、[Actions] (アクション) を選択すると、対応アクションメニューが表
示されます。

6.

[Snooze] (スヌーズ) を選択します。スヌーズする時間を指定するモデルが開きます。

7.

[Snooze length] (スヌーズの長さ) を選択するか、 [Custom snooze length] (スヌーズの長さをカスタマ
イズする) を入力します。

8.

[Save] (保存) を選択します。アラームの状態が [Snoozed] (スヌーズ済み) に切り替わります。

アラームを無効にする (コンソール)。
アラームを無効にして、検出しないようにすることができます。アラームを無効にした後、アラームを検
出させたい場合は、再度有効にする必要があります。

アラームを無効にするには (コンソール)。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

アラームを無効にするアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。
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4.

[Alarms] (アラーム) を選択します。

5.

無効にするアラームを選択し、[Actions] (アクション) を選択してレスポンスアクションメニューを表
示します。

6.

[Disable (無効化) ] を選択します。アラームの状態が[Disabled] (無効) に変化します。

アラームを有効にする (コンソール)。
アラームを無効にしたり、スヌーズした後、再び検出するように有効化することができます。

アラームを有効にするには (コンソール)。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

アラームを有効にするアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。

283

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
アラームに対応する (コンソール)。

4.

[Alarms] (アラーム) を選択します。

5.

有効にするアラームを選択し、[Actions] (アクション) を選択してレスポンスアクションメニューを表
示します。

6.

[Enable (有効化)] を選択します。アラームの状態が[Normal] (正常) に変化します。

アラームをリセットする (コンソール)。
アラームをリセットして、その状態や最新の値をクリアすることができます。

アラームをリセットするには (コンソール)。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

アラームをリセットするアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。
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4.

[Alarms] (アラーム) を選択します。

5.

有効にするアラームを選択し、[Actions] (アクション) を選択してレスポンスアクションメニューを表
示します。

6.

[リセット] を選択します。アラームの状態が[Normal] (正常) に変化します。

アラームに対応する (API)。
AWS IoT Events API を使用して、アラームの確認、スヌーズ、無効化、有効化、またはリセットを行うこ
とができます。詳細は、[AWS IoT Events API Reference] (API リファレンス) の次の操作を参照してくだ
さい。
• BatchAcknowledgeAlarm
• BatchSnoozeAlarm
• BatchDisableAlarm
• BatchEnableAlarm
• BatchResetAlarm
詳細については、[AWS IoT Events Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Responding to alarms] (ア
ラームへの対応) を参照してください。

外部アラームの状態を取り込む。
外部アラームは、AWS IoT SiteWise の外部で評価するアラームです。アラームの状態を報告するデータ
ソースがあり、それを AWS IoT SiteWise に取り込みたい場合に外部アラームを使用することができま
す。
アラーム状態プロパティは、アラーム状態データ値に特定のフォーマットを要求します。各データ値は、
文字列にシリアライズされた JSON オブジェクトである必要があります。そして、シリアライズされた文
字列を文字列の値として取り込みます。詳細については、「アラーム状態のプロパティ (p. 251)」を参照
してください。
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Example アラーム状態データ値例 (シリアル化されていない)
{

"stateName": "Active"

}

Example アラーム状態データ値の例 (シリアル化)
{\"stateName\":\"Active\"}

Note
データソースがこのフォーマットでデータをレポートできない場合、またはデータを取り込む前
にこのフォーマットに変換できない場合、アラームプロパティを使用しないことを選択すること
ができます。その代わり、例えば文字列データ型を持つ計測プロパティとしてデータを取り込む
ことができます。詳細については、機器からのデータストリームの定義 (測定値) (p. 174) および
AWS IoT SiteWise へのデータの取り込み (p. 73) を参照してください。
トピック
• 外部アラーム状態ストリームのマッピング。 (p. 286)
• アラーム状態データの取り込み。 (p. 287)

外部アラーム状態ストリームのマッピング。
データストリームをアラーム状態のプロパティにマッピングするために、プロパティのエイリアスを定義
することができます。これにより、データの取り込みや取得の際に、アラーム状態のプロパティを簡単に
特定することができます。プロパティのエイリアスについての詳細は、アセットプロパティへの産業デー
タストリームのマッピング (p. 224) を参照してください。
トピック
• 外部アラーム状態ストリームをマッピングする (コンソール)。 (p. 286)
• 外部アラーム状態ストリームをマッピングする (CLI)。 (p. 287)

外部アラーム状態ストリームをマッピングする (コンソール)。
AWS IoT SiteWise コンソールを使って、アラーム状態のプロパティにエイリアスを設定することができま
す。

アラーム状態プロパティにプロパティエイリアスを設定する方法 (コンソール)。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

プロパティエイリアスを設定するアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。
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4.

[Alarms] を選択します。

5.

プロパティエイリアスを設定する外部アラームを選択します。

6.

[View (表示) ] を選択します。

7.

[Alarm state details] (アラーム状態の詳細) ペインで、[Edit] (編集) を選択します。

8.

プロパティのエイリアスを入力します。

9.

[Update (更新) ] を選択します。

外部アラーム状態ストリームをマッピングする (CLI)。
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、アラーム状態のプロパティのエイリアスを設定す
ることができます。
この手順を完了するには、アセットの assetId とプロパティの propertyId を知っている必要がありま
す。アセットを作成したのにそのアセットがわからない場合assetId、の使用ListAssetsオペレーション
を実行すると、特定のモデルのすべてのアセットが表示されます。次に、DescribeAssetプロパティIDを含
むアセットのプロパティを表示する操作。

Note
-DescribeAssetレスポンスには、アセットの複合アセットモデルのリストが含まれます。各ア
ラームは複合モデルです。propertyId を求めるには、アラームの合成モデルを見つけ、その合
成モデルの中で AWS/ALARM_STATE のプロパティを見つけます。
プロパティのエイリアスの設定方法については、プロパティエイリアスの設定 (CLI) (p. 225) を参照して
ください。

アラーム状態データの取り込み。
アラーム状態プロパティは、アラーム状態をシリアル化された JSON 文字列として受け取る。AWS IoT
SiteWise で外部アラームにアラーム状態を取り込むには、このシリアライズされた文字列をタイムスタン
プ付きの文字列値として取り込みます。次の例は、アクティブなアラームの状態データの値を示していま
す。
{\"stateName\":\"Active\"}
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アラーム状態プロパティを特定するために、次のいずれかを指定することができます。
• データデスティネーションのアラームプロパティの assetId、 propertyId です。
• データストリームのエイリアスである propertyAlias (例えば、/company/windfarm/3/
turbine/7/temperature/high)。このオプションを使用するには、まず、アラームプロパティのエ
イリアスを設定する必要があります。アラーム状態のプロパティにプロパティエイリアスを設定する方
法については、外部アラーム状態ストリームのマッピング。 (p. 286) を参照してください。
以下の例BatchPutAssetPropertyValueAPI ペイロードは、外部アラームの状態をフォーマットする方法を
示しています。風力タービンの1分間あたりの回転数 (RPM) が高すぎる場合に報告される外部アラームで
す。

Example 例 BatchPutAssetPropertyValue アラーム状態データのペイロード
{

}

"entries": [
{
"entryId": "unique entry ID",
"propertyAlias": "/company/windfarm/3/turbine/7/temperature/high",
"propertyValues": [
{
"value": {
"stringValue": "{\"stateName\":\"Active\"}"
},
"timestamp": {
"timeInSeconds": 1607550262
}
}
]
}
]

BatchPutAssetPropertyValue API を使ったデータ取り込みの方法については、AWS IoT SiteWise
API の使用によるデータの取り込み (p. 81) を参照してください。
その他のデータ取り込み方法については、AWS IoT SiteWise へのデータの取り込み (p. 73) を参照してく
ださい。
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AWS IoT SiteWise Monitor による
データのモニタリング
以下を使用できます。AWS IoT SiteWiseプロセス、デバイス、機器からのデータを監視するには、
SiteWise ウェブポータルのモニタリング。 SiteWise モニターの特徴はAWS IoT SiteWiseマネージドウェ
ブアプリケーションの形でポータルを作成するために使用できます。その後、これらのポータルを使用し
て、運用データを表示および共有できます。ダッシュボードを使用してプロジェクトを作成し、AWS IoT
に接続されているプロセス、デバイス、機器からのデータを可視化できます。
プロセスエンジニアのようなドメインエキスパートは、ポータルを使用して運用データに関するインサイ
トを迅速に取得し、デバイスや機器の動作を把握できます。
以下は、風力発電所のデータを表示するダッシュボードの例です。

なぜならAWS IoT SiteWise時間の経過とともにデータをキャプチャし、使用できます SiteWise 経時的な
運用データ、または特定の時点における最終報告値を監視して確認することができます。これにより、通
常であれば見つけることが難しいインサイトを発見できます。

SiteWise モニタリングロール
4 つのロールが相互作用する SiteWise モニタリング:
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AWS 管理者
AWS 管理者は、AWS IoT SiteWise コンソールを使用してポータルを作成します。AWS 管理者は、
ポータル管理者を割り当て、ポータルユーザーを追加することもできます。ポータル管理者は、後で
ポータルユーザーを所有者または閲覧者としてプロジェクトに割り当てます。AWS 管理者は、AWS
コンソールでのみ作業します。
ポータル管理者
each SiteWise Monitor ポータルには、1 人以上のポータル管理者があります。ポータル管理者は、
ポータルを使用して、アセットとダッシュボードのコレクションを含むプロジェクトを作成します。
その後で、ポータル管理者はアセットと所有者を各プロジェクトに割り当てます。プロジェクトへの
アクセスを制御することにより、ポータル管理者は、プロジェクトの所有者とビューワーが参照でき
るアセットを指定します。
プロジェクトの所有者
each SiteWise モニタリングプロジェクトには所有者がいます。プロジェクトの所有者は、一貫した
方法で運用データを表すために、ダッシュボードの形式で可視化を作成します。ダッシュボードを共
有する準備ができたら、プロジェクト所有者はビューワーをプロジェクトに招待できます。プロジェ
クトの所有者は、他の所有者もプロジェクトに割り当てることができます。プロジェクト所有者は、
アラームのしきい値や通知設定を設定することができます。
プロジェクトビューワー
each SiteWise Monitor プロジェクトにはビューワーがいます。プロジェクト閲覧者は、ポータルに
接続して、プロジェクト所有者が作成したダッシュボードを表示できます。各ダッシュボードでは、
プロジェクトビューワーが時間範囲を調整することで、運用データをより深く理解することができま
す。プロジェクト閲覧者は、アクセス権のあるプロジェクトのダッシュボードのみを表示できます。
プロジェクトビューワーは、アラームを確認したり、スヌーズさせたりすることができます。
組織によっては、同じユーザーが複数のロールを実行することがあります。
次の図は、4 つのロールがどのように相互作用するかを示しています。 SiteWise ポータルのモニタリン
グ。
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[AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) or ] (または) IAM を使用して、データにアク
セスできるユーザーを管理できます。ユーザーがサインインできるデータ SiteWise デスクトップまたはモ
バイルブラウザから監視するにはIAM Identity Center またはIAM 認証情報。

SAML フェデレーション
IAM Identity Center とIAM による認証フェデレーションをサポートSAML (Security Assertion Markup
Language) 2.0。SAML 2.0 は、多くの外部アイデンティティプロバイダーが (IdPs) を使用してユーザーを
認証し、そのアイデンティティおよびセキュリティ情報をサービスプロバイダ (SP) に渡します。SP は通
常、アプリケーションまたはサービスです。SAML フェデレーションにより、以下を行うことができます
SiteWise ポータル管理者とユーザーが、企業のユーザー名やパスワードなどの外部認証情報を使用して、
割り当てられたポータルにサインインするように監視します。
以下を設定できます。IAM Identity Center とIAM によるのモニタリング SiteWise ポータルを監視します。
IAM Identity Center
ポータル管理者とユーザーは、にサインインできますAWS会社のユーザー名とパスワードを使用して
ポータルにアクセスします。そして、割り当てられた場所に移動することができます。 SiteWise ポー
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タルを監視します。IAM Identity Center は、証明書を使用して、ID プロバイダーとの間に SAML 信
頼関係を構築します。AWS。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「SCIM プロファイルと SAML 2.0 の実装」を参照してください。
IAM
ポータル管理者とユーザーは、割り当てられたアクセス許可にアクセスするための一時的なセキュリ
ティ認証情報を要求することができます。 SiteWise ポータルを監視します。IAM で SAML アイデン
ティティプロバイダアイデンティティを作成し、アイデンティティプロバイダと AWS との間に信頼
関係を設定します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「SAML ベースのフェデレーションを使
用した AWS への API アクセス」を参照してください。
ポータル管理者とユーザーは、会社のポータルにサインインし、AWS マネジメントコンソールに移
動するオプションを選択することができます。そして、割り当てられた場所に移動することができ
ます。 SiteWise ポータルを監視します。アイデンティティプロバイダと AWS との間の信頼のやり
とりは、お客様の会社のポータルが行います。詳細は、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の
[Enabling SAML 2.0 federated users to access the AWS Management Console] を (SAML 2.0 連携
ユーザーを 管理コンソールにアクセスできるようにする) 参照してください。

SiteWise モニタリングの概念
を使用するには SiteWise Monitor (モニター) の場合、次の概念に精通している必要があります。
Portal
An SiteWise Monitor portal は、を視覚化し、共有するために使用できるウェブアプリケーションです
AWS IoT SiteWiseデータ。ポータルには 1 人以上の管理者があり、0 個以上のプロジェクトが含まれ
ています。
プロジェクト
each SiteWise モニターポータルには、一連のプロジェクトが含まれています。各プロジェクトに
は、AWS IoT SiteWise アセットと関連付けられたのサブセットがあります。プロジェクト所有者
は、1 つ以上のダッシュボードを作成して、それらのアセットに関連付けられたデータの整合性ある
表示方法を提供します。プロジェクトの所有者は、プロジェクトに閲覧者を招待して、プロジェクト
内のアセットとダッシュボードを表示できるようにすることができます。プロジェクトは、内の共有
の基本単位です。 SiteWise モニタリング。プロジェクト所有者は、AWS 管理者によってポータルへ
のアクセス権が与えられたユーザーを招待できます。ユーザーは、そのポータル内のプロジェクトを
そのユーザーと共有する前に、ポータルへのアクセス権を持っている必要があります。
アセット
産業機器から AWS IoT SiteWise にデータが取り込まれると、デバイス、機器、およびプロセスはそ
れぞれアセットとして表されます。各アセットには、関連付けられたプロパティとアラームがありま
す。ポータル管理者は、各プロジェクトにアセットのセットを割り当てます。
プロパティ
プロパティは、アセットに関連する時系列データです。たとえば、機器には、シリアル番号、ロケー
ション、製造元とモデル、およびインストール日があります。また、可用性、性能、品質、温度、圧
力などの時系列値を持つ場合もあります。
アラーム
アラームは、機器の動作範囲外を識別するために、プロパティをモニタリングします。各アラーム
は、しきい値とモニタリングするプロパティを定義します。プロパティがしきい値を超えると、ア
ラームがアクティブになり、お客様やお客様のチームの誰かが問題に対処する必要があることを示し
ます。プロジェクト所有者は、アラームのしきい値や通知設定をカスタマイズすることができます。
プロジェクトビューワーはアラームを確認したり、スヌーズしたりすることができ、アラームの詳細
や対処方法をメッセージとして残すことができます。

292

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
開始方法

ダッシュボード
各プロジェクトには、ダッシュボードのセットが含まれています。ダッシュボードは、一連のアセッ
トの値に対する一連の可視化を提供します。プロジェクトの所有者は、ダッシュボードとそれに含
まれる可視化を作成します。プロジェクト所有者がダッシュボードのセットを共有する準備ができた
ら、所有者はプロジェクトに閲覧者を招待し、プロジェクト内のすべてのダッシュボードにアクセス
できるようにします。ダッシュボードごとに異なる閲覧者のセットが必要な場合は、プロジェクト間
でダッシュボードを分割する必要があります。ダッシュボードを見るとき、ビューワーは時間範囲を
調整することができます。
視覚化
各ダッシュボードでは、プロジェクトに関連するアセットのプロパティとアラームをどのように表示
するかをプロジェクト所有者が決定します。可用性は折れ線グラフで、その他の数値は棒グラフや重
要業績評価指標 (KPI、 Key Performance Indicator) で表示されるかもしれません。アラームは、状態
グリッドと状態タイムラインでの表示が最適です。プロジェクトの所有者は、それぞれの可視化をカ
スタマイズして、そのアセットのデータを最もよく理解できるようにしています。

AWS IoT SiteWise Monitor の開始方法
組織の AWS 管理者は、AWS IoT SiteWise コンソールからポータルを作成します。組織サイトのメンバー
が AWS IoT SiteWise データを表示できるようにポータルを作成するには、以下の手順を実行します。
1. ポータルを設定して作成する
2. ポータル管理者の追加と招待メールの送信
3. ポータルユーザーの追加
ポータルを作成すると、ポータル管理者は AWS IoT SiteWise アセットを表示して、ポータル内のプロ
ジェクトに割り当てることができます。プロジェクト所有者は、ダッシュボードを作成してアセットの
プロパティを可視化できます。これは、プロジェクトビューワーがデバイス、プロセス、および機器のパ
フォーマンスを理解するのに役立ちます。
チュートリアルでは、風力発電施設データを使用して、特定のシナリオのプロジェクト、ダッシュボー
ド、複数のユーザーを含むポータルをセットアップするために必要な手順を説明します。詳細について
は、「AWS IoT SiteWise Monitor での風力発電施設データの視覚化と共有 (p. 40)」を参照してください。

ポータルの作成
では、以下を作成します。 SiteWise の監視ポータルAWS IoT SiteWiseコンソール。

ポータルを作成するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールにサインインします。

2.

ナビゲーションペインで、[Monitor (モニタリング) ]、[Getting started (開始方法) ] の順に選択しま
す。
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3.

[Create Portal (ポータルの作成) ] を選択します。

次に、ポータルを設定するために基本情報を指定する必要があります。

ポータルの設定
ユーザーはポータルを使用してデータを表示します。ポータルの名前、説明、ブランディング、ユーザー
認証、サポートお問い合わせメール、アクセス許可などをカスタマイズできます。
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ポータルを設定するには
1.

ポータルの名前を入力します。

2.

(オプション) ポータルの説明を入力します。複数のポータルがある場合は、わかりやすい説明を使用
すると、各ポータルに含まれる内容を追跡できます。

3.

(オプション) 画像をアップロードして、ブランドをポータルに表示します。正方形の PNG 画像を選
択します。正方形でない画像をアップロードすると、画像は正方形に縮小されます。

4.

以下のオプションのいずれかを選択します。
•

選択してくださいIAM Identity Centerポータルのユーザーが会社のユーザー名とパスワードでこの
ポータルにサインインする場合。
アカウントで IAM Identity Center を有効にしていない場合は、次のように操作してください。
a.

[Create user] (ユーザーの作成) を選択します。

b.

[Create user] (ユーザーの作成) ページで、最初のポータルを作成するために、ユーザーの E
メールアドレス、名前、姓を入力し、[Create user] (ユーザーの作成) を選択します。

Note
• AWSは、最初のポータルユーザーを作成するときに、アカウントで IAM Identity
Center を自動的に有効にします。
• IAM Identity Center は、一度に 1 つのリージョンにしか設定できません。
SiteWise Monitor は、IAM Identity Center 用に設定したリージョンに接続します。
つまり、IAM Identity Center へのアクセスには 1 つのリージョンを使用します
が、どのリージョンにもポータルを作成することができます。
• ポータルのユーザーが IAM の認証情報を使ってこのポータルにサインインする場合は、[IAM]
を選択します。

Important
IAM ユーザーまたはロールは、ポータルにサインインするために
iotsitewise:DescribePortal アクセス許可を持っている必要があります。
5.

ポータルに問題があり、解決するためにサポートが必要な場合にポータルユーザーが連絡できる E
メールアドレスを入力します。

6.

(オプション) ポータルにタグを追加します。詳細については、「AWS IoT SiteWise リソースのタグ付
け (p. 413)」を参照してください。

7.

以下のオプションのいずれかを選択します。
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• [Create and use a new service role] (新しいサービスロールの作成と使用) を選択します。デフォル
トでは、次にようになります。 SiteWise Monitor は自動的に各ポータルのサービスロールを作成し
ます。このロールにより、ポータルユーザーは AWS IoT SiteWise リソースにアクセスできます。
詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor のサービスロールの使用 (p. 381)」を参照してく
ださい。
• 既存の[Use an existing service role] (サービスロールの使用) を選択し、対象のロールを選択しま
す。
8.

[Next] (次へ) を選択します。

9.

(オプション) ポータルのアラームを有効にします。詳細については、「ポータルの追加機能の有効
化 (p. 302)」を参照してください。

10. [Create] (作成) を選択します。AWS IoT SiteWise がお客様のポータルを作成します。

Note
コンソールを閉じる場合、管理者とユーザーを追加することでセットアッププロセスを完了
できます。詳細については、「ポータル管理者の追加または削除 (p. 306)」を参照してくだ
さい。このポータルを維持しない場合は、リソースを使用しないようにするため、ポータル
を削除します。詳細については、「ポータルの削除 (p. 310)」を参照してください。
[Status] (状態) 欄には、次のいずれかの値を指定することができる。
• 作成‐AWS IoT SiteWiseポータルの作成リクエストを処理中です。このプロセスは完了までに数分かかる
ことがあります。
• 更新中‐AWS IoT SiteWiseポータルの更新リクエストを処理中です。このプロセスは完了までに数分かか
ることがあります。
• 保留中‐AWS IoT SiteWiseDNS レコードの伝達が完了するのを待っています。このプロセスは完了まで
に数分かかることがあります。ステータスがの間、ポータルを削除できます保留中。
• 削除する‐AWS IoT SiteWiseポータルの削除リクエストを処理中です。このプロセスは完了までに数分か
かることがあります。
• アクティブ‐ポータルがアクティブになると、ポータルユーザーはポータルにアクセスできるようになり
ます。
• 失敗した‐AWS IoT SiteWiseポータルの作成、更新、または削除のリクエストを処理できませんでした。
有効にした場合AWS IoT SiteWiseにログを送信するには CloudWatch ログ。これらのログを使用して、
問題のトラブルシューティングを行うことができます。詳細については、次を参照してください。モニ
タリングAWS IoT SiteWiseと CloudWatch ログ。
ポータルを作成すると、メッセージが表示されます。

次に、1 人以上のポータル管理者をポータルに招待する必要があります。これまでのところ、ポータルを
作成しましたが、誰もアクセスできません。

管理者の招待
新しいポータルの使用を開始するには、ポータル管理者を割り当てる必要があります。ポータル管理者
は、プロジェクトを作成し、プロジェクト所有者を選択して、アセットをプロジェクトに割り当てます。
ポータル管理者は、すべての AWS IoT SiteWise アセットを表示できます。
ユーザー認証サービスに基づいて、次のいずれかを選択します。
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IAM Identity Center
使用しているクライメント SiteWise はじめてのモニター。先に作成したユーザーをポータル管理者
として選択することができます。別のユーザーをポータル管理者として追加したい場合、このページ
から IAM Identity Center ユーザーを作成できます。または、外部の ID プロバイダーを IAM Identity
Center に接続することもできます。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS
Single Sign-On) ユーザーガイド」を参照してください。

管理者を招待するには
1.

ポータル管理者になってもらいたいユーザーのチェックボックスをオンにします。これにより、
ユーザーが [Portal administrators] (ポータル管理者) リストに追加されます。

Note
IAM アイデンティティセンターをアイデンティティストアとして使用していて、サイン
インしている場合AWS Organizations管理アカウント、選択できますユーザーの作成IAM
Identity Center ユーザーの作成。IAM Identity Center は、新しいユーザーにパスワード
を設定するためのメールを送信します。そして、そのユーザーを管理者としてポータル
に割り当てることができます。詳細については、次を参照してください。IAM Identity
Center でID を管理する。
2.

(オプション) [Send invite to selected users (選択したユーザーに招待を送信) ] を選択します。E
メールクライアントが開き、招待状がメッセージ本文に入力されます。
E メールは、ポータル管理者に送信する前にカスタマイズできます。後でポータル管理者に E
メールを送信することもできます。やってるなら SiteWise 初めてモニタリングする場合、新しい
IAM Identity Center または IAM ユーザーまたはロールをポータル管理者として追加する場合、自
分自身にメールを送信する必要はありません。

3.

管理者として不要なユーザーを追加する場合は、そのユーザーのチェックボックスをオフにしま
す。

4.

ポータル管理者の招待が終了したら、[Next (次へ) ] を選択します。

IAM
IAM ユーザーまたはロールをポータル管理者に選択することができます。別の IAM ユーザーまたは
ロールをポータル管理者として追加したい場合、IAM コンソールでユーザーまたはロールを作成でき
ます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウントでの IAM ユーザーの作成」および
「IAM ロールの作成」を参照してください。

管理者を招待するには
1.

次のコマンドを実行します
• [IAM users] (IAM ユーザー) を選択して、IAM ユーザーをポータル管理者として追加します。
• [IAM roles] (IAM ロール) を選択して、ポータル管理者として IAM ロールを追加します。

2.

ポータルサイトの管理者にしたいユーザーやロールのチェックボックスを選択します。これによ
り、ユーザーまたはロールが [Portal administrators] (ポータル管理者) リストに追加されます。

3.

管理者として不要なユーザーまたはロールを追加した場合は、そのユーザーまたはロールの
チェックボックスを外します。

4.

ポータル管理者の招待が終了したら、[Next (次へ) ] を選択します。

Important
IAM ユーザーまたはロールは、ポータルにサインインするために
iotsitewise:DescribePortal アクセス許可を持っている必要があります。
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Note
IAM アイデンティティセンターをアイデンティティストアとして使用していて、サインイン
している場合AWS Organizations管理アカウント、選択できますユーザーの作成IAM Identity
Center ユーザーの作成。IAM Identity Center は、新しいユーザーにパスワードを設定する
ためのメールを送信します。そして、そのユーザーを管理者としてポータルに割り当てるこ
とができます。詳細については、次を参照してください。IAM Identity Center でID を管理す
る。
ポータル管理者のリストは後で変更できます。詳細については、「ポータル管理者の追加または削
除 (p. 306)」を参照してください。

Note
ポータル管理者のみがプロジェクトを作成し、アセットを割り当てることができるため、少なく
とも1 人のポータル管理者を指定する必要があります。
最後の手順として、新しいポータルにアクセスできるユーザーを追加します。

ポータルユーザーを追加する
ポータルにアクセスできるユーザーを制御します。各ポータルでは、ポータル管理者は 1 つ以上のプロ
ジェクトを作成し、ポータルユーザーを各プロジェクトの所有者または閲覧者として割り当てます。各プ
ロジェクト所有者は、プロジェクトを所有または閲覧するように追加のポータルユーザーを招待すること
ができます。
ユーザー認証サービスに基づいて、次のいずれかを選択します。
IAM Identity Center
ユーザーを [User] (ユーザー) リストに追加する場合は、次のステップを実行します。

ポータルユーザーを追加するには
1.

ポータルに追加するユーザーを [User] (ユーザー) リストから選択します。これにより、ユーザー
が [Portal users] (ポータルユーザー) リストに追加されます。使用しているクライメント SiteWise
初めて監視する場合、ポータル管理者をポータルユーザーとして追加する必要はありません。

Note
IAM アイデンティティセンターをアイデンティティストアとして使用していて、サイン
インしている場合AWS Organizations管理アカウント、選択できますユーザーの作成IAM
Identity Center ユーザーの作成。IAM Identity Center は、新しいユーザーにパスワード
を設定するためのメールを送信します。そして、そのユーザーをユーザーとしてポータ
ルに割り当てることができます。詳細については、次を参照してください。IAM Identity
Center でID を管理する。
2.

ポータルにアクセスさせたくないユーザーを追加する場合は、そのユーザーのチェックボックス
をオフにします。

3.

ユーザーの選択が終了したら、[Assign users] (ユーザーの割り当て) を選択します。
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IAM
[IAM users] (IAM ユーザー) または [IAM roles] (IAM ロール) のリストに追加したいユーザーまたはロー
ルが表示されたら、次のステップを実行します。

ポータルユーザーを追加するには
1.

次のオプションを実行します。
• [IAM users] (IAM ユーザー) を選択して、IAM ユーザーをポータルユーザーとして追加します。
• [IAM roles] (IAM ロール) を選択して、IAM ロールをポータルユーザーとして追加します。
使用しているクライメント SiteWise 初めて監視する場合、ポータル管理者をポータルユーザーと
して追加する必要はありません。

2.

ポータルユーザーにするユーザーまたはロールのチェックボックスを選択します。これにより、
ユーザーまたはロールが [Portal users] (ポータルユーザー) リストに追加されます。

3.

ポータルにアクセスさせたくないユーザーを追加する場合は、そのユーザーのチェックボックス
をオフにします。

4.

ユーザーの選択が終了したら、[Assign users] (ユーザーの割り当て) を選択します。

Important
IAM ユーザーまたはロールは、ポータルにサインインするために
iotsitewise:DescribePortal アクセス許可を持っている必要があります。
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お疲れ様でした。ポータルの作成、ポータル管理者の割り当て、ポータルを利用するユーザーの割り当て
が完了しました。ポータル管理者は、プロジェクトを作成し、それらのプロジェクトにアセットを追加で
きるようになりました。次に、プロジェクトの所有者はダッシュボードを作成して、各プロジェクトのア
セットのデータを可視化することができます。
ポータルユーザーのリストは、後で変更することができます。詳細については、「ポータルユーザーの追
加または削除 (p. 308)」を参照してください。
ポータルに変更を加える必要がある場合は、「の管理 SiteWise モニタリングポータルのモニタリン
グ (p. 305)」を参照してください。
ポータルを始めるには、以下を参照してください。開始方法()SiteWise モニタリング。

ポータルの追加機能の有効化
ポータルでは、次の機能を有効にすることができます。
トピック
• ポータルのアラームの有効化 (p. 302)
• エッジでのポータルの有効化 (p. 304)

ポータルのアラームの有効化
でサポートされるアラーム機能を有効にできます。AWS IoT Eventsポータル管理者がを作成、編集、およ
び削除できるように、ポータルに対してAWS IoT Eventsお手持ちのアラームモデル SiteWise ポータルを
監視します。プロジェクト所有者は、アラームを設定することができます。プロジェクトビューワーは、
アラームの詳細を確認することができます。このセクションでは、AWS IoT SiteWise コンソールを使っ
て、ポータルのアラーム機能を有効にする方法を説明します。

Important
• ポータルに外部アラームを作成することはできません。
• アラーム通知を送信する場合は、ユーザー認証サービスに IAM Identity Center を選択する必要
があります。
• アラーム通知機能は、中国 (北京) リージョンでは利用できません。
ポータルを設定し作成すると、[Step 2 Additional features] (ステップ 2 の追加機能) でアラームとアラーム
通知を有効にすることができます。ユーザー認証サービスに基づいて、次のいずれかを選択します。
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IAM Identity Center

ポータルのアラームを有効にするには
1.

(オプション) [Enable alarms] (アラームを有効にする) を選択します。
•

2.

にとってAWS IoT SiteWiseアクセスのロール、既存のロールを使用するか、必要なアクセス
許可を持つロールを作成します。このロールには、iotevents:BatchPutMessage のアク
セス許可と、iot.amazonaws.com と iotevents.amazonaws.com がロールを担うこと
ができる信頼関係が必要です。

(オプション) [Enable alarm notifications] (アラーム通知を有効にする) を選択します。
a.

[Sender] (送信者) は、送信者を選択します。

Important
Amazon SES で送信者メールアドレスの確認が必要です。詳細について
は、[Amazon Simple Email Service Developer Guide] (Amazon Simple Email Service
デベロッパーガイド) の[Verifying email addresses in Amazon SES] (Amazon SES で
のメールアドレスの確認) を参照してください。
b.

[AWS Lambda role] (ロール) の場合、既存のロールを使用するか、必要なアクセス許
可を持つロールを作成します。このロールには、lambda:InvokeFunction、ssodirectory:DescribeUser のアクセス許可と、iotevents.amazonaws.com と
lambda.amazonaws.com がロールを担うことができる信頼関係が必要です。
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c.

にとってAWS Lambda機能で、既存の Lambda 関数を選択するか、アラーム通知を管理する
関数を作成します。詳細については、AWS IoT Events デベロッパーガイドの「アラーム通知
の管理」を参照してください。

IAM

ポータルのアラームを有効にするには
•

(オプション) [Enable alarms] (アラームを有効にする) を選択します。
•

にとってAWS IoT SiteWiseアクセスのロール、既存のロールを使用するか、必要なアクセス
許可を持つロールを作成します。このロールには、iotevents:BatchPutMessage のアク
セス許可と、iot.amazonaws.com と iotevents.amazonaws.com がロールを担うこと
ができる信頼関係が必要です。

内のアラームの詳細については、「」を参照してください。 SiteWise 監視、見るアラームによるモニタリ
ング()AWS IoT SiteWiseアプリケーションガイド。

エッジでのポータルの有効化
エッジでポータルを有効にすると、アカウントでデータ処理パックが有効になっているすべての AWS IoT
SiteWise ゲートウェイでこのポータルが利用できるようになります。

エッジでポータルを有効にするには
1.

[Edge configuration] (エッジ設定) セクションで、[Enable this portal at edge] (エッジでこのポータルを
有効にする) をオンにします。

2.

[作成] を選択します。
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の管理 SiteWise モニタリングポータルのモニタリ
ング
ポータル詳細の更新、管理者の変更、またはポータルへのユーザーの追加が必要になる場合があります。
このセクションでは、次のような基本的な管理タスクを完了する方法を説明します。 SiteWise ポータルを
監視します。
1.
2.

AWS IoT SiteWise コンソールにサインインします。
ナビゲーションペインで、[Monitor (モニター) ]、[Portals (ポータル) ] の順に選択します。

3.

ポータルを選択し、[View details (詳細の表示) ] を選択します (または [名前] を選択します)。

4.

次のいずれかの管理タスクを実行できます。
• ポータルの名前、説明、ブランド、サポート E メール、アクセス許可の変更 (p. 305)
• ポータル管理者の追加または削除 (p. 306)
• ポータル管理者への招待メールの送信 (p. 308)
• ポータルユーザーの追加または削除 (p. 308)
• ポータルの削除 (p. 310)

ポータルを作成する方法については、「AWS IoT SiteWise Monitor の開始方法 (p. 293)」を参照してく
ださい。

ポータルの名前、説明、ブランド、サポート E メー
ル、アクセス許可の変更
ポータルの名前、説明、サポート E メール、ブランド、アクセス許可を変更できます。
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1.

ポータルの詳細ページの [Portal details (ポータルの詳細) ] セクションで、[Edit (編集) ] を選択しま
す。

2.

[名前]、[説明]、[Portal branding (ポータルのブランド) ]、[ Support contact email (サポートお問い合わ
せ E メール) ]、または [アクセス許可] を更新します。

3.

完了したら、[Save ] を選択します。

ポータル管理者の追加または削除
いくつかのステップで、ポータルの管理者としてユーザーを追加または削除できます。ユーザー認証サー
ビスに基づいて、次のいずれかを選択します。
IAM Identity Center

ポータル管理者を追加するには
1.

ポータルの詳細ページで、[Portal administrators] (ポータル管理者) セクションの [Assign
administrators] (管理者の割り当て) を選択します。

2.

[Assign administrators] (管理者の割り当て) ページで、ポータルに管理者として追加するユーザー
のチェックボックスを選択します。

Note
IAM アイデンティティセンターをアイデンティティストアとして使用していて、サイン
インしている場合AWS Organizations管理アカウント、選択できますユーザーの作成IAM
Identity Center ユーザーの作成。IAM Identity Center は、新しいユーザーにパスワード
を設定するためのメールを送信します。そして、そのユーザーを管理者としてポータル
に割り当てることができます。詳細については、次を参照してください。IAM Identity
Center でID を管理する。
3.

[Assign administrators] (管理者の割り当て) を選択します。
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ポータル管理者を削除するには
•

ポータルの詳細ページの [Portal administrators (ポータル管理者) ] セクションで、削除する各ユー
ザーのチェックボックスをオンにし、[Remove from portal (ポータルから削除) ] を選択します。

Note
ポータル管理者を最低 1 人選択することをお勧めします。
IAM

ポータル管理者を追加するには
1.

ポータルの詳細ページで、[Portal administrators] (ポータル管理者) セクションの [Assign
administrators] (管理者の割り当て) を選択します。

2.

[Assign administrators] (管理者の割り当て) ページで、次の操作を行います。
• IAM ユーザーをポータル管理者として追加する場合は、[IAM users] (IAM ユーザー) を選択しま
す。
• ポータル管理者として IAM ロールを追加する場合は、[IAM roles] (IAM ロール) を選択します。

3.

ポータルサイトの管理者にしたいユーザーやロールのチェックボックスを選択します。これによ
り、ユーザーまたはロールが [Portal administrators] (ポータル管理者) リストに追加されます。

4.

[Assign administrators] (管理者の割り当て) を選択します。

Important
IAM ユーザーまたはロールは、ポータルにサインインするために
iotsitewise:DescribePortal アクセス許可を持っている必要があります。
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ポータル管理者を削除するには
•

ポータルの詳細ページの [Portal administrators (ポータル管理者) ] セクションで、削除する各ユー
ザーのチェックボックスをオンにし、[Remove from portal (ポータルから削除) ] を選択します。

Note
ポータル管理者なしでポータルを離れることはお勧めしません。

ポータル管理者への招待メールの送信
ポータルサイトの管理者に招待メールを送信することができます。
1.

ポータルの詳細ページの [ポータル管理者] セクションで、ポータル管理者のチェックボックスをオン
にします。

2.

[Send invitations (招待状を送信) ] を選択します。E メールクライアントが開き、招待状がメッセージ
本文に入力されます。
E メールは、ポータル管理者に送信する前にカスタマイズできます。

ポータルユーザーの追加または削除
ポータルにアクセスできるユーザーを選択します。ポータルユーザーは、内のユーザーのリストに表示さ
れます。 SiteWise ポータルのモニタリング。このリストから、ポータル管理者はプロジェクト所有者を追
加でき、プロジェクト所有者はプロジェクトビューワーを追加できます。

Note
ポータルの管理者およびポータルユーザーが、ユーザーの追加または削除を必要とする場合、
ポータルのサポートメールを通じて連絡してくる場合があります。
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ユーザー認証サービスに基づいて、次のいずれかを選択します。
IAM Identity Center

ポータルユーザーを追加するには
1.

ポータルの詳細ページの [Portal users (ポータルユーザー) ] セクションで [ユーザーの割り当て]
を選択します。

2.

[Assign users] (ユーザーの割り当て) ページで、ポータルに追加するユーザーのチェックボックス
を選択します。

Note
IAM アイデンティティセンターをアイデンティティストアとして使用していて、サイン
インしている場合AWS Organizations管理アカウント、選択できますユーザーの作成IAM
Identity Center ユーザーの作成。IAM Identity Center は、新しいユーザーにパスワード
を設定するためのメールを送信します。そして、そのユーザーをユーザーとしてポータ
ルに割り当てることができます。詳細については、次を参照してください。IAM Identity
Center でID を管理する。
3.

[Assign users] (ユーザーの割り当て) を選択します。

ポータルユーザーを削除するには
•

ポータルの詳細ページで、[Portal users] (ポータルのユーザー) セクションで、ポータルから削除
するユーザーのチェックボックスを選択し、[Remove from portal] (ポータルから削除) を選択しま
す。

IAM

ポータルユーザーを追加するには
1.

ポータルの詳細ページの [Portal users (ポータルユーザー) ] セクションで [ユーザーの割り当て]
を選択します。

2.

[Assign users] (ユーザーの割り当て) ページで、次の操作を行います。
• [IAM users] (IAM ユーザー) を選択して、IAM ユーザーをポータルユーザーとして追加します。
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• [IAM roles] (IAMロール) を選択して、IAM ロールをポータルユーザーとして追加します。
3.

ポータルユーザーとして追加したいユーザーまたはロールのチェックボックスを選択します。こ
れにより、ユーザーまたはロールが [Portal users] (ポータルユーザー) リストに追加されます。

4.

[Assign users] (ユーザーの割り当て) を選択します。

ポータルユーザーを削除するには
•

ポータルの詳細ページで、[Portal users] (ポータルのユーザー) セクションで、ポータルから削除
するユーザーのチェックボックスを選択し、[Remove from portal] (ポータルから削除) を選択しま
す。

Important
IAM ユーザーまたはロールは、ポータルにサインインするために
iotsitewise:DescribePortal アクセス許可を持っている必要があります。

ポータルの削除
テスト目的でポータルを作成した場合、またはすでに存在するポータルの複製を作成した場合は、ポータ
ルを削除することがあります。
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Note
ポータルを削除するには、まずポータル内のすべてのダッシュボードとプロジェクトを手動で
削除する必要があります。詳細については、次を参照してください。プロジェクトの削除。そし
てダッシュボードを削除する。()SiteWise モニタリング。
1.

ポータルの詳細ページで、[Delete (削除) ] を選択します。

Important
ポータルを削除すると、ポータルに含まれるすべてのプロジェクト、および各プロジェクト
のすべてのダッシュボードが失われます。この操作は元に戻すことができません。アセット
データは影響を受けません。

2.

[Delete portals] (ポータルの削除) ダイアログボックスで、[Remove Admins and Users] (管理者とユー
ザーの削除) を選択します。
ポータルを削除する前に、ポータルから管理者とユーザーを削除する必要があります。ポータルに管
理者またはユーザーがいない場合、ボタンは表示されず、次の手順に進むことができます。

3.

ポータル全体を削除する場合は、フィールドに delete と入力して削除を確認します。
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4.

[Delete] (削除) を選択します。

ダッシュボードの作成 (AWS Command Line
Interface)
AWS CLI を使用してダッシュボードで視覚化 (またはウィジェット) を定義する場
合、dashboardDefinition JSON ドキュメントで次の情報を指定する必要があります。この定義
はCreateDashboardそしてUpdateDashboardオペレーション。
widgets
ウィジェット定義構造のリスト。それぞれに次の情報が含まれています。
type
ウィジェットのタイプ。AWS IoT SiteWise は、次のウィジェットタイプを提供します。
•

•

•

•

•

sc-line-chart - 折れ線グラフ 詳しくは、[AWS IoT SiteWise Monitor Application Guide] (ア
プリケーションガイド) の[Line charts] (折れ線グラフ) をご覧ください。
sc-scatter-chart — 散布図。詳細については、AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーショ
ンガイドの「散布図」を参照してください。
sc-bar-chart - 棒グラフ 詳細については、AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイ
ドの「棒グラフ」を参照してください。
sc-status-grid - アセットプロパティの最新値をグリッドで表示する状態ウィジェット
です。詳しくは、[AWS IoT SiteWise Monitor Application Guide] (アプリケーションガイド)
の[Status widgets] (状態ウィジェット) をご覧ください。
sc-status-timeline - アセットプロパティの履歴値を時系列で表示する状態ウィジェッ
トです。詳しくは、[AWS IoT SiteWise Monitor Application Guide] (アプリケーションガイド)
の[Status widgets] (状態ウィジェット) をご覧ください。

• sc-kpi - 重要業績評価指標 (KPI、 key performance indicator) の視覚化。詳しくは、[AWS IoT
SiteWise Monitor Application Guide] (アプリケーションガイド) の[KPI widgets] (KPI ウィジェッ
ト) をご覧ください。
• sc-table — テーブルウィジェット 詳しくは、[AWS IoT SiteWise Monitor Application Guide]
(アプリケーションガイド) の[Table widgets] (テーブルウィジェット) をご覧ください。
title
ウィジェットのタイトル。
x
ウィジェットの水平位置。グリッドの左から開始します。この値は、ダッシュボードのグリッド
内のウィジェットの位置を参照します。
y
グリッドの上部から始まる、ウィジェットの垂直位置。この値は、ダッシュボードのグリッド内
のウィジェットの位置を参照します。
width
ダッシュボードのグリッド上のスペース数で表されるウィジェットの幅。
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height
ダッシュボードのグリッド上のスペースの数で表されるウィジェットの高さ。
metrics
それぞれがこのウィジェットのデータストリームを定義するメトリクス構造のリスト。リスト内
の各構造には、次の情報が含まれている必要があります。
label
このメトリクスに表示するラベル。
type
このメトリクスのデータソースのタイプ。AWS IoT SiteWise は、次のメトリクスタイプを提
供します。
• iotsitewise— ダッシュボードは、資産プロパティのデータを取得しますAWS IoT
SiteWise。このオプションを選択した場合は、このメトリクスに対して assetId および
propertyId を定義する必要があります。
assetId
(オプション) AWS IoT SiteWise のアセットの ID。
このフィールドは、このメトリクスで type に iotsitewise を選択した場合、必須です。
propertyId
(オプション) AWS IoT SiteWise のアセットプロパティの ID。
このフィールドは、このメトリクスで type に iotsitewise を選択した場合、必須です。
analysis
(オプション) ウィジェットに表示するトレンドラインなどの分析を定義する構造です。
詳しくは、[AWS IoT SiteWise Monitor Application Guide] (アプリケーションガイド)
の[Configuring trend lines] (トレンドラインの設定) をご覧ください。ウィジェットのプロパ
ティごとに、各型のトレンドラインを 1 つずつ追加することができます。解析構造には、次
の情報が含まれています。
trends
(オプション) 各ウィジェットのトレンド分析を定義するトレンド構造のリスト。リスト
内の各構造には、次の情報が含まれています。
type
トレンドラインの種類。次のオプションを選択します。
• linear-regression— 線形回帰の表示。 SiteWise を使用したモニタリング最
小二乗線形回帰を計算する方法。
annotations
(オプション) ウィジェットのしきい値を定義するアノテーション構造。詳しくは、[AWS IoT
SiteWise Monitor Application Guide] (アプリケーションガイド) の[Configuring thresholds] (しきい
値の設定) をご覧ください。1 つのウィジェットにつき最大 6 つのアノテーションを追加すること
ができます。アノテーション構造には、次の情報が含まれます。
y
(オプション) このウィジェットの水平方向のしきい値をそれぞれ定義するアノテーション構
造のリスト。リスト内の各構造には、次の情報が含まれています。
comparisonOperator
しきい値の比較演算子。次のいずれかを選択します。
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• LT - value より小さいデータポイントを少なくとも 1 つ持つプロパティがハイライト
されます。
• GT - value より大きいデータポイントを少なくとも 1 つ持つプロパティがハイライト
されます。
• LTE - value 以下のデータポイントを少なくとも 1 つ持つプロパティがハイライトさ
れます。
• GTE - value 以上のデータポイントを少なくとも 1 つ持つプロパティがハイライトさ
れます。
• EQ - value と同じデータポイントを少なくとも 1 つ持つプロパティがハイライトされ
ます。
value
データポイントを comparisonOperator と比較するためのしきい値。
color
(オプション) しきい値の色を表す 6 桁の 16 進数コード。視覚化では、しきい値のルー
ルを満たすデータポイントが少なくとも 1 つあるプロパティについて、この色でプロパ
ティの凡例が表示されます。デフォルトは黒 (#000000) です。
showValue
(オプション) ウィジェットの余白にしきい値の値を表示するかどうかを設定します。デ
フォルトは true です。
properties
(オプション) ウィジェットのプロパティのフラットディクショナリです。この構造のメンバーは
コンテキストに依存します。AWS IoT SiteWise は、properties を使用する次のウィジェット
を提供します。
• 折れ線グラフ (p. 312)、散布図 (p. 312)、棒グラフ (p. 312)には次のプロパティがありま
す。
colorDataAcrossThresholds
(オプション) このウィジェットでしきい値を超えたデータの色を変更するかどうかを設定
します。このオプションを有効にすると、しきい値を超えたデータが選択した色で表示さ
れます。デフォルトは true です。
• [Status grids] (p. 312) (状態グリッド) は、次の特性を持ちます。
labels
(オプション) 状態グリッドに表示するラベルを定義する構造。ラベル構造には、次の情報
が含まれる。
showValue
(オプション) このウィジェットの各アセットプロパティの単位と値を表示するかどう
かを指定します。デフォルトは true です。

Example ダッシュボード定義の例
次の例では、JSON ファイルに保存されているペイロードからダッシュボードを定義します。
aws iotsitewise create-dashboard \
--project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE \
--dashboard-name "Wind Farm Dashboard" \
--dashboard-definition file://dashboard-definition.json

次の dashboard-definition.json の JSON 例では、次の視覚化ウィジェットを使用してダッシュ
ボードを定義します。
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• ダッシュボードの左上にある風力発電所の総電力を視覚化する折れ線グラフ。この折れ線グラフには、
風力発電所の出力が期待される最小出力よりも小さくなるタイミングを示すしきい値が含まれていま
す。この折れ線グラフには、線形回帰のトレンドラインも含まれています。
• ダッシュボードの右上にある 4 つのタービンの風速を表示する棒グラフ。

Note
次の例は、ダッシュボードの折れ線グラフと棒グラフの視覚化を表します。このダッシュボード
は、風力発電所のダッシュボードの例 (p. 289)に似ています。
{

"widgets": [
{
"type": "sc-line-chart",
"title": "Total Average Power",
"x": 0,
"y": 0,
"height": 3,
"width": 3,
"metrics": [
{
"label": "Power",
"type": "iotsitewise",
"assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
"propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
"analysis": {
"trends": [
{
"type": "linear-regression"
}
]
}
}
],
"annotations": {
"y": [
{
"comparisonOperator": "LT",
"value": 20000,
"color": "#D13212",
"showValue": true
}
]
}
},
{
"type": "sc-bar-chart",
"title": "Wind Speed",
"x": 3,
"y": 3,
"height": 3,
"width": 3,
"metrics": [
{
"label": "Turbine 1",
"type": "iotsitewise",
"assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-2a2a2EXAMPLE",
"propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-55555EXAMPLE"
},
{
"label": "Turbine 2",
"type": "iotsitewise",
"assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-2b2b2EXAMPLE",
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}

]

}

]

"propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-55555EXAMPLE"
},
{
"label": "Turbine 3",
"type": "iotsitewise",
"assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-2c2c2EXAMPLE",
"propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-55555EXAMPLE"
},
{
"label": "Turbine 4",
"type": "iotsitewise",
"assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-2d2d2EXAMPLE",
"propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-55555EXAMPLE"
}
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アセットプロパティ値と集計をクエ
リする
AWS IoT SiteWise API オペレーションを使用して、特定の時間間隔でアセットプロパティの現在の値、
履歴値、集計をクエリできます。これらの機能を使用して、インサイトをすばやく得たり、AWS IoT
SiteWise アセットに保存されている産業データと統合されるソフトウェアソリューションを開発したりで
きます。
また、AWS IoT SiteWise Monitor ではリアルタイムのアセットデータを調べることもできます。の設定
方法について説明します。 SiteWise 監視、見るAWS IoT SiteWise Monitor によるデータのモニタリン
グ (p. 289)。
このセクションで説明するオペレーションは、タイムスタンプ、品質、値 (TQV) 構造を含むプロパティ値
オブジェクトを返します。
• timestamp には、ナノ秒のオフセットがある現在の UNIX エポック時刻 (秒単位) が含まれます。
• quality には、データポイントの品質を示す、以下のいずれかの文字列が含まれます。
• GOOD - データはいずれの問題の影響も受けません。
• BAD - データはセンサーの障害などの問題による影響を受けます。
• UNCERTAIN - データはセンサーの不正確さなどの問題による影響を受けます。
• value には、プロパティのタイプに応じて、以下のいずれかのフィールドが含まれます。
• booleanValue
• doubleValue
• integerValue
• stringValue
トピック
• 現在のアセットプロパティ値をクエリする (p. 317)
• 履歴アセットプロパティ値をクエリする (p. 319)
• アセットプロパティ集計のクエリ (p. 320)

現在のアセットプロパティ値をクエリする
AWS IoT SiteWise コンソールまたは API を使用して、アセットプロパティの現在の値を取得できます。
トピック
• アセットプロパティの現在の値をクエリする (コンソール) (p. 317)
• アセットプロパティの現在の値のクエリ (CLI) (p. 318)

アセットプロパティの現在の値をクエリする (コン
ソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、アセットプロパティの現在の値を表示できます。
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アセットプロパティの現在の値を取得するには (コンソール)
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。

3.

クエリするプロパティを持つアセットを選択します。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。

4.

プロパティの種類のタブを選択します。たとえば、測定プロパティの現在の値を表示するには、[測定]
を選択します。

5.

表示するプロパティを検索します。現在の値が [最新の値] 列に表示されます。

アセットプロパティの現在の値のクエリ (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、アセットプロパティの現在の値をクエリできま
す。
を使用するGetAssetPropertyValueアセットプロパティの現在の値をクエリする操作。
アセットプロパティを特定するために、次のいずれかを指定します。
• データデスティネーションのアセットプロパティの assetId、propertyIdです。
• データストリームのエイリアスである propertyAlias (例えば、/company/windfarm/3/
turbine/7/temperature)。このオプションを使用するには、最初にアセットプロパティのエイリア
スを設定する必要があります。プロパティのエイリアスを設定する方法については、「アセットプロパ
ティへの産業データストリームのマッピング (p. 224)」を参照してください。

アセットプロパティの現在の値を取得するには (CLI)
•

次のコマンドを実行して、アセットプロパティの現在の値を取得します。asset-id をアセットの ID
に置き換え、property-id をプロパティの ID に置き換えます。
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aws iotsitewise get-asset-property-value \
--asset-id asset-id \
--property-id property-id

オペレーションは、プロパティの現在の TQV を含むレスポンスを次の形式で返します。
{

}

"propertyValue": {
"value": {
"booleanValue": Boolean,
"doubleValue": Number,
"integerValue": Number,
"stringValue": "String"
},
"timestamp": {
"timeInSeconds": Number,
"offsetInNanos": Number
},
"quality": "String"
}

履歴アセットプロパティ値をクエリする
AWS IoT SiteWise API を使用して、アセットプロパティの値の履歴を取得できます。
を使用するGetAssetPropertyValueHistory資産資産の履歴値を照会するオペレーション。
アセットプロパティを特定するために、次のいずれかを指定します。
• データデスティネーションのアセットプロパティの assetId、propertyIdです。
• データストリームのエイリアスである propertyAlias (例えば、/company/windfarm/3/
turbine/7/temperature)。このオプションを使用するには、最初にアセットプロパティのエイリア
スを設定する必要があります。プロパティのエイリアスを設定する方法については、「アセットプロパ
ティへの産業データストリームのマッピング (p. 224)」を参照してください。
次のパラメータのいずれかを渡して、結果を絞り込むこともできます。
• startDate - 履歴データをクエリる範囲の開始点を (Unix エポックタイムで秒単位)。
• endDate - 履歴データをクエリする範囲の終端を (Unix エポックタイムで秒単位)。
• maxResults - 1 回のリクエストで返す結果の最大数。デフォルトは 20 結果です。
• nextToken - このオペレーションの前の呼び出しから返されたページ割りトークン。
• timeOrdering - 返された値に適用する順序。ASCENDING または DESCENDING。
• qualities – 結果をフィルタリングする品質: GOOD、BAD または UNCERTAIN。

アセットプロパティの値の履歴を照会するには (CLI)
1.

次のコマンドを実行して、アセットプロパティの値の履歴を取得します。このコマンドは、特定の 10
分間隔でプロパティの履歴をクエリします。asset-id をアセットの ID に置き換え、property-id
をプロパティの ID に置き換えます。日付パラメータをクエリする間隔に置き換えます。
aws iotsitewise get-asset-property-value-history \
--asset-id asset-id \
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--property-id property-id \
--start-date 1575216000 \
--end-date 1575216600

オペレーションは、プロパティの履歴 TQV を含むレスポンスを次の形式で返します。
{

}

2.

"assetPropertyValueHistory": [
{
"value": {
"booleanValue": Boolean,
"doubleValue": Number,
"integerValue": Number,
"stringValue": "String"
},
"timestamp": {
"timeInSeconds": Number,
"offsetInNanos": Number
},
"quality": "String"
}
],
"nextToken": "String"

より多くの値エントリが存在する場合、ページ割りトークンを以下から渡すことができま
すnextTokenフィールドから次の呼び出しへGetAssetPropertyValueHistory操作。

アセットプロパティ集計のクエリ
AWS IoT SiteWise は、集計されたアセットプロパティ値を自動的に計算します。これは、複数の時間間隔
で計算される一連のベーシックメトリクスです。AWS IoT SiteWise は、アセットプロパティについて、毎
分、時間、および日ごとに次の集計を計算します。
• [average] (平均) - 時間間隔におけるプロパティ値の平均 (中間)。
• [count] (カウント) - 時間間隔におけるプロパティのデータポイント数
• [maximum] (最大) - 時間間隔におけるプロパティの最大値。
• [minimum] (最小) - 時間間隔におけるプロパティの最小値。
• [standard deviation] (標準偏差) - 時間間隔におけるプロパティ値の標準偏差。
• [sum] (合計) - 時間間隔におけるプロパティ値の合計。
文字列やブール値など、数値以外のプロパティの場合、AWS IoT SiteWise はカウント集計のみを計算しま
す。
アセットデータのカスタムメトリクスを計算することもできます。メトリクスプロパティを使用すると、
オペレーション固有の集計を定義できます。メトリクスのプロパティは、AWS IoT SiteWise API 用に事前
計算されていない追加の集計関数と時間間隔を提供します。詳細については、「プロパティおよびその他
のアセットのデータ (指標) の集計 (p. 178)」を参照してください。
AWS IoT SiteWise API を使用して、アセットプロパティの集計を取得できます。
を使用するGetAssetPropertyAggregatesアセットプロパティの集計をクエリする操作。
アセットプロパティを特定するために、次のいずれかを指定します。
• データデスティネーションのアセットプロパティの assetId、propertyIdです。
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• データストリームのエイリアスである propertyAlias (例えば、/company/windfarm/3/
turbine/7/temperature)。このオプションを使用するには、最初にアセットプロパティのエイリア
スを設定する必要があります。プロパティのエイリアスを設定する方法については、「アセットプロパ
ティへの産業データストリームのマッピング (p. 224)」を参照してください。
また、次の必須パラメータも渡す必要があります。
• aggregateTypes - 取得する集計のリス
ト。AVERAGE、COUNT、MAXIMUM、MINIMUM、STANDARD_DEVIATION、SUM のいずれかを指定できま
す。
• resolution - メトリクスを取得する時間間隔を指定します。1m (1 分) 、1h (1 時間) 、1d (1 日) のい
ずれかを指定します。
• startDate - 履歴データをクエリる範囲の開始点を (Unix エポックタイムで秒単位)。
• endDate - 履歴データをクエリする範囲の終端を (Unix エポックタイムで秒単位)。
次のパラメータのいずれかを渡して、結果を絞り込むこともできます。
• maxResults - 1 回のリクエストで返す結果の最大数。デフォルトは 20 結果です。
• nextToken - このオペレーションの前の呼び出しから返されたページ割りトークン。
• timeOrdering - 返された値に適用する順序。ASCENDING または DESCENDING。
• qualities – 結果をフィルタリングする品質: GOOD、BAD または UNCERTAIN。

Note
-GetAssetPropertyAggregatesオペレーションは、このセクションで説明する他のオペレーショ
ンとは異なる形式のTQVを返します。value 構造には、リクエスト内の各 aggregateTypes の
フィールドが含まれます。timestamp には、集計が発生した時間 (秒単位の Unix エポック時間)
が含まれます。

アセットプロパティの集計をクエリするには (CLI)
1.

アセットプロパティの集計を取得するには、次のコマンドを実行します。このコマンドは、特定の
1 時間間隔で 1 時間の分解能で平均と合計をクエリします。asset-id をアセットの ID に置き換
え、property-id をプロパティの ID に置き換えます。パラメータをクエリする集計と間隔に置き換
えます。
aws iotsitewise get-asset-property-aggregates \
--asset-id asset-id \
--property-id property-id \
--start-date 1575216000 \
--end-date 1575219600 \
--aggregate-types AVERAGE SUM \
--resolution 1h

オペレーションは、プロパティの履歴 TQV を含むレスポンスを次の形式で返します。レスポンスに
は、リクエストされた集計のみが含まれます。
{

"aggregatedValues": [
{
"timestamp": Number,
"quality": "String",
"value": {
"average": Number,
"count": Number,
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}

}

2.

}

"maximum": Number,
"minimum": Number,
"standardDeviation": Number,
"sum": Number

],
"nextToken": "String"

より多くの値エントリが存在する場合、ページ割りトークンを以下から渡すことができま
すnextTokenフィールドから次の呼び出しへGetAssetPropertyAggregates操作。
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その他の AWS のサービスの操作
AWS IoT SiteWise は、AWS IoT の MQTT パブリッシュサブスクライブメッセージブローカーにアセッ
トデータをパブリッシュできるので、他の AWS サービスからアセットデータを操作することができま
す。AWS IoT SiteWise は、各アセットプロパティに一意の MQTT トピックを割り当て、AWS IoT コア
ルールを使用して、アセットデータを他の AWS サービスにルーティングするために使用することができ
ます。たとえば、次のタスクを実行するように AWS IoT Core ルールを設定できます。
• 機器の故障を特定し、[AWS IoT Events] にデータを送信して適切な担当者に通知します。
• データを Amazon DynamoDB に送信することにより、外部ソフトウェアソリューションで使用する選択
したアセットデータを履歴化します。
• [AWS Lambda] 関数をトリガーして週次レポートを生成します。
DynamoDB にプロパティ値を保存するルールを設定するのに必要なステップを説明するチュートリアルに
従います。詳細については、「プロパティ値の更新を Amazon DynamoDB にパブリッシュする (p. 58)」
を参照してください。
ルールの設定方法の詳細については、[AWS IoT Developer Guide] (デベロッパーガイド) の [Rules] (ルー
ル) を参照してください。
また、他の AWS のサービスからのデータを AWS IoT SiteWise に戻すこともできます。AWS IoT
SiteWise ルールアクションを使用してデータを取り込む方法については、「AWS IoT Core ルールを使用
によるデータの取り込み (p. 73)」を参照してください。
トピック
• アセットプロパティの MQTT トピックについて (p. 323)
• アセットプロパティ通知の操作。 (p. 324)

アセットプロパティの MQTT トピックについて
すべてのアセットプロパティには、次の形式で一意の MQTT トピックパスがあります。
$aws/sitewise/asset-models/assetModelId/assets/assetId/properties/propertyId

Note
AWS IoT SiteWise は、AWS IoT Core ルールエンジンの # (複数レベル) トピックフィルターワ
イルドカードをサポートしていません。+ (単数レベル) ワイルドカードを使用できます。たとえ
ば、次のトピックフィルターを使用して、特定のアセットモデルのすべての更新を照合できま
す。
$aws/sitewise/asset-models/assetModelId/assets/+/properties/+

トピックフィルターのワイルドカードの詳細については、[AWS IoT Core Developer Guide] (Core
デベロッパーガイド) の [Topics] (トピック) を参照してください。
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アセットプロパティ通知の操作。
プロパティ通知を有効にすることで、アセットデータの更新を AWS IoT Core に公開し、そのデータに
対してクエリーを実行することができます。アセットプロパティ通知では、AWS IoT SiteWise が AWS
CloudFormation テンプレートを提供し、それを使って AWS IoT SiteWise データを Amazon S3 にエクス
ポートすることができます。
トピック
• アセットプロパティ通知の有効化 (p. 324)
• アセットプロパティ通知メッセージのクエリ (p. 326)
• アセットプロパティ通知を使用してデータを Amazon S3 にエクスポートする (p. 328)

アセットプロパティ通知の有効化
既定では、AWS IoT SiteWise はプロパティ値の更新をパブリッシュしません。AWS IoT SiteWise コン
ソールまたは API を使用して、各アセットプロパティの通知を有効にできます。
トピック
• アセットプロパティの通知の有効化 (コンソール) (p. 324)
• アセットプロパティの通知の有効化 (CLI) (p. 325)

アセットプロパティの通知の有効化 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、アセットプロパティの通知を有効にできます。

アセットプロパティの通知を有効または無効にするには (コンソール)
1.
2.
3.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。
ナビゲーションペインで [Assets (アセット) ] を選択します。
アセットを選択して、プロパティの通知を有効にします。

Tip
矢印アイコンを選択して、アセット階層を展開してアセットを検索できます。
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4.

[編集] を選択します。

5.

アセットプロパティの [通知ステータス] で、[有効] を選択します。

また、[無効] を選択して、アセットプロパティの通知を無効にすることもできます。
6.

[Save] (保存) を選択します。

アセットプロパティの通知の有効化 (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、アセットプロパティの通知を有効または無効にす
ることができます。
この手順を完了するには、アセットの assetId とプロパティの propertyId を知っている必要があり
ます。アセットを作成したのにそのアセットがわからない場合assetId、を使用するListAssetsオペレー
ションを実行すると、特定のモデルのすべてのアセットが表示されます。次に、DescribeAssetプロパティ
IDを含むアセットのプロパティを表示する操作。
を使用するUpdateAssetPropertyアセットプロパティの通知を有効または無効にするための操作。以下のパ
ラメータを指定します。
• assetId - アセットの ID。
• propertyId - アセットプロパティの ID。
• propertyNotificationState - プロパティ値の通知状態: ENABLED または DISABLED。
• propertyAlias - プロパティのエイリアス。通知状態を更新するときに、プロパティの既存のエイリ
アスを指定します。このパラメータを省略すると、プロパティの既存のエイリアスは削除されます。

アセットプロパティの通知を有効または無効にするには (CLI)
1.

次のコマンドを実行して、アセットプロパティのエイリアスを取得します。asset-id をアセットの
ID に置き換え、property-id をプロパティの ID に置き換えます。
aws iotsitewise describe-asset-property \
--asset-id asset-id \
--property-id property-id

このオペレーションは、アセットプロパティの詳細を含むレスポンスを次の形式で返します。プロパ
ティエイリアスは JSON オブジェクト assetProperty.alias にあります。
{

"assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
"assetName": "Wind Turbine 7",
"assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"assetProperty": {
"id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
"name": "Wind Speed",
"alias": "/company/windfarm/3/turbine/7/windspeed",
"notification": {
"topic": "$aws/sitewise/asset-models/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE/assets/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE/properties/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
"state": "DISABLED"
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}

2.

}

},
"dataType": "DOUBLE",
"unit": "m/s",
"type": {
"measurement": {}
}

アセットプロパティの通知を有効にするには、次のコマンドを実行します。property-alias は、
前のコマンドのレスポンスのプロパティエイリアスに置き換えるか、--property-alias を省略し
て、エイリアスなしでプロパティを更新します。
aws iotsitewise update-asset-property \
--asset-id asset-id \
--property-id property-id \
--property-notification-state ENABLED \
--property-alias property-alias

また、--property-notification-state DISABLED を渡して、アセットプロパティの通知を無
効にすることもできます。

アセットプロパティ通知メッセージのクエリ
AWS IoT SiteWise は、アセットプロパティデータの更新を次の形式で AWS IoT Core にパブリッシュしま
す。
{

}

"type": "PropertyValueUpdate",
"payload": {
"assetId": "String",
"propertyId": "String",
"values": [
{
"timestamp": {
"timeInSeconds": Number,
"offsetInNanos": Number
},
"quality": "String",
"value": {
"booleanValue": Boolean,
"doubleValue": Number,
"integerValue": Number,
"stringValue": "String"
}
}
]
}

内の各構造物valueslist timestamp-quality-value (TQV) 構造。
• timestamp には、ナノ秒のオフセットがある現在の UNIX エポック時刻 (秒単位) が含まれます。
• quality には、データポイントの品質を示す、以下のいずれかの文字列が含まれます。
• GOOD - データはいずれの問題の影響も受けません。
• BAD - データはセンサーの障害などの問題による影響を受けます。
• UNCERTAIN - データはセンサーの不正確さなどの問題による影響を受けます。
• value には、プロパティのタイプに応じて、以下のいずれかのフィールドが含まれます。
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• booleanValue
• doubleValue
• integerValue
• stringValue
values 配列から値を解析するには、ルールの SQL ステートメントで複雑にネストされたオブジェクト
クエリを使用する必要があります。詳細については、[AWS IoT Developer Guide] (デベロッパーガイド)
の[Nested object queries] (オブジェクトクエリのネスト) を参照するか、アセットプロパティ通知メッセー
ジの解析の具体例については、プロパティ値の更新を Amazon DynamoDB にパブリッシュする (p. 58)
チュートリアルを参照してください。

Example 値の配列を抽出するクエリの例
次のステートメントは、そのプロパティを持つすべてのアセットの特定の Double 型プロパティについ
て、更新されたプロパティ値の配列をクエリする方法を示しています。
SELECT
(SELECT VALUE (value.doubleValue) FROM payload.values) AS windspeed
FROM
'$aws/sitewise/asset-models/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE/assets/+/
properties/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE'
WHERE
type = 'PropertyValueUpdate'

前のルールクエリステートメントは、次の形式でデータを出力します。
{

}

"windspeed": [
26.32020195042838,
26.282584572975477,
26.352566977372508,
26.283084346171442,
26.571883739599322,
26.60684140743005,
26.628738636715045,
26.273486932802125,
26.436379105473964,
26.600590095377303
]

Example 単一の値を抽出するクエリの例
次のステートメントは、そのプロパティを持つすべてのアセットの特定の Double 型プロパティについ
て、プロパティ値の配列から最初の値をクエリする方法を示しています。
SELECT
get((SELECT VALUE (value.doubleValue) FROM payload.values), 0) AS windspeed
FROM
'$aws/sitewise/asset-models/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE/assets/+/
properties/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE'
WHERE
type = 'PropertyValueUpdate'

前のルールクエリステートメントは、次の形式でデータを出力します。
{
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}

"windspeed": 26.32020195042838

Important
このルールクエリステートメントは、各バッチの最初の値以外の値の更新を無視します。各バッ
チには最大 10 個の値を含めることができます。残りの値を含める必要がある場合は、アセット
プロパティ値を他のサービスに出力するより複雑なソリューションを設定する必要があります。
たとえば、配列内の各値を別のトピックに再パブリッシュする AWS Lambda アクションを含む
ルールを設定し、そのトピックをクエリし、各値を目的のルールアクションにパブリッシュする
別のルールを設定できます。

アセットプロパティ通知を使用してデータを Amazon
S3 にエクスポートする
受信データは、からエクスポートできます。AWS IoT SiteWiseアカウントの Amazon S3 バケットに移動
します。履歴レポートを作成したり、複雑な方法でデータを分析したりするために使用できる形式でデー
タをバックアップできます。

Note
AWS IoT SiteWiseまた、カスタマー管理の Amazon S3 バケットにデータを保存できるコールド
階層ストレージもサポートしています。サポートされるストレージ階層の詳細については、「」
を参照してください。ストレージの管理 (p. 339)。
AWS IoT SiteWise は、この機能を AWS CloudFormation テンプレートとして提供します。テンプレート
からスタックを作成すると、AWS CloudFormation は AWS IoT SiteWise から S3 バケットに受信データを
ストリーミングするために必要な AWS リソース を作成します。
次に、S3 バケットは、AWS IoT SiteWise プロパティ値の更新メッセージから送信されたすべてのアセッ
トプロパティデータを受け取ります。S3 バケットは、アセットとプロパティ名、およびその他の情報を含
むアセットメタデータも受け取ります。
Amazon S3 にエクスポートするためにアセットプロパティのプロパティ値更新メッセージを有効にする方
法の詳細については、「」を参照してください。その他の AWS のサービスの操作 (p. 323)。
この機能では、アセットプロパティデータとアセットメタデータをApache ParquetAmazon S3 内の形
式。Parquet は、容量を節約し、JSON のような行指向の形式に比べ、より高速なクエリを可能にするカ
ラム型のデータ形式です。

Note
この機能では、アセットメタデータを取得するときに、最大約 1,500 のアセットがサポートされ
ます。この制限は、アセットメタデータにのみ適用されます。この制限は、アセットプロパティ
データをエクスポートするときにサポートされるアセットの数には適用されません。
各リソースの名前には、スタックの作成時にカスタマイズできるプレフィックスが付いています。リソー
スには次が含まれます。
• Amazon S3 バケット
• AWS Lambda 関数
• AWS IoT Core ルール。
• AWS Identity and Access Management ロール
• Amazon Kinesis Data Firehose ストリーム
• 1 つの AWS Glue データベース
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詳細な一覧については、「テンプレートから作成されたリソース (p. 336)」を参照してください。

Important
この AWS CloudFormation テンプレートで作成および消費するリソースに対して課金されます。
これらの料金には、複数の AWS サービスのデータストレージとデータ転送が含まれます。
トピック
• AWS CloudFormation スタックの作成 (p. 329)
• Amazon S3 内のデータを表示する (p. 330)
• Amazon Athena でエクスポートされたデータを分析する (p. 331)
• テンプレートから作成されたリソース (p. 336)

AWS CloudFormation スタックの作成
でスタックを作成できます。AWS CloudFormationをクリックして、アセットデータを Amazon S3 にエク
スポートします。

データを Amazon S3 にエクスポートするには
1.

AWS CloudFormation テンプレートを開き、AWS Management Console にサインインします。

2.

[スタックの作成] ページで、ページの下部にある [次へ] を選択します。

3.

リポジトリの []スタックの詳細を指定します。ページで、a と入力します。BucketNameアセットデー
タを受け取るためにこのテンプレートが作成する S3 バケット用。このバケット名は世界的に一意
の。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドでバケットの命名規則につい
て参照してください。
(オプション) テンプレートのその他のパラメータを変更します。

4.

• GlobalResourcePrefix— このテンプレートから作成された IAM ロールなど、グローバルリソースの
名前のプレフィックス。
• LocalResourcePrefix— 現在のリージョンでこのテンプレートから作成されるリソースの名前のプレ
フィックス。

Note

5.
6.
7.
8.

このテンプレートを複数回作成する場合は、リソース名の競合を避けるために、バケット名
とリソースプレフィックスパラメータを変更する必要があります。
[Next] (次へ) を選択します。
[スタックオプションの設定] ページで、[Next (次へ)] を選択します。
ページの下部で、[] チェックボックスをオンにします。それを認めるAWS CloudFormationIAM リソー
スを作成するかもしれない。
[Create stack] を選択します。
スタックの作成には数分かかります。スタックの作成に失敗した場合、アカウントに十分な権限がな
いか、すでに存在するバケット名を入力している可能性があります。スタックを削除して再試行する
には、次の手順を実行します。
a.

右上隅の [削除] を選択します。
スタックの削除には数分かかります。

Note
AWS CloudFormation は、S3 バケットまたは CloudWatch ロググループを削除しませ
ん。これらのリソースは、それらのサービスのコンソールで削除できます。
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9.

b.

スタックの削除に失敗した場合は、[削除] をもう一度選択します。

c.

スタックの削除に再び失敗した場合は、AWS CloudFormation コンソールに表示される手順に
従って削除に失敗したリソースをスキップし、もう一度試してください。

後AWS CloudFormationスタックが正常に作成されます。次の手順に従って、Amazon S3 のアセット
プロパティデータを確認します。

Important
スタックを作成すると、AWS アカウントに新しいリソースが表示されます。これらのリソースを
削除または変更すると、機能が正常に動作しなくなることがあります。バケットへのデータの送
信を停止する場合や、この機能をカスタマイズする場合を除き、これらのリソースは変更しない
ことをお勧めします。

Amazon S3 内のデータを表示する
機能を作成したら、Amazon S3 でアセットプロパティデータとアセットメタデータを表示できます。

Note
アセットのメタデータは 6 時間ごとに更新されます。S3 バケットにアセットメタデータが表示さ
れるまで、最大 6 時間待つ場合があります。
この機能では、アセットプロパティデータが次の列に格納されます。各行にはデータポイントが含まれま
す。
• タイプ— プロパティ通知のタイプ (PropertyValueUpdate).
• asset_id— データポイントを受け取ったアセットの ID。
• asset_property_id— アセットのデータポイントを受け取ったプロパティの ID。
• seconds— データが受信された時刻。UNIX エポック時間で秒単位で表されます。
• offset_in_nanos— からのナノ秒オフセットtimeInSeconds。
• asset_property_quality— データポイントの品質:GOOD,UNCERTAIN, またはBAD。
• asset_property_value— データポイントの値。
• asset_property_data_type— アセットプロパティのデータ型:boolean,double,integer, また
はstring。
この機能では、アセットメタデータが次の列に格納されます。各行にはアセットプロパティが含まれま
す。
• asset_id— アセットの ID。
• asset_name— アセットの名前。
• asset_model_id— アセットのモデルの ID。
• asset_property_id— アセットプロパティの ID。
• asset_property_name— アセットプロパティの名前。
• asset_property_data_type— アセットプロパティのデータ型:BOOLEAN,DOUBLE,INTEGER, また
はSTRING。
• asset_property_unit— アセットプロパティの単位。
• asset_property_alias— アセットプロパティのエイリアス。

を表示するにはAWS IoT SiteWiseAmazon S3 内のデータ
1.

に移動します。Amazon S3 コンソール。
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2.

バケットのリストから、テンプレートの作成時に選択した名前のバケットを選択します。

3.

バケットで、次のいずれかのフォルダを選択します。
• asset-property-updates— このフォルダには、からエクスポートされたアセットプロパティ
データが含まれています。AWS IoT SiteWise。
• asset-metadata— このフォルダには、からエクスポートされたアセットの詳細が含まれていま
す。AWS IoT SiteWise。

4.

表示するオブジェクトを選択します。

5.

オブジェクトのページで、次の操作を行います。
a.

[Select from (選択元)] タブを選択します 。
このパネルでは、Parquet ファイルのレコードをプレビューできます。

b.

[File format (ファイル形式) ] で [Parquet] を選択します。

c.

JSON 形式でファイルの内容を表示するには、ファイルプレビューを表示。

Note
バケットに新しいデータが表示されない場合は、アセットプロパティのプロパティ値の更新通知
を有効にしていることを確認してください。詳細については、「その他の AWS のサービスの操
作 (p. 323)」を参照してください。
S3 バケットに保存されているアセットデータを分析する方法の詳細については、「Amazon Athena でエ
クスポートされたデータを分析する (p. 331)」を参照してください。

Amazon Athena でエクスポートされたデータを分析する
Amazon S3 にアセットプロパティデータが表示されたら、いくつかを使用できます。AWSレポートの生
成、データ分析、クエリを行うサービス：
• を使用してデータの SQL クエリを実行します。Amazon Athena。
• を使用してビッグデータ分析を実行します。Amazon EMR。
• を使用してデータを検索し、分析します。アマゾンOpenSearchサービス。
他のものを見つけることができます。AWS[] にリストされている Amazon S3 内のデータと対話できる
サービス分析のAWS Management Console。

Note
スタックは、アセットプロパティデータをフォーマットする AWS Glue データベースを作成し
ます。このデータベースではアセットデータをクエリできません。このセクションの手順に従っ
て、クエリできる AWS Glue データベースを作成します。
このチュートリアルでは、Amazon Athena を使用する前提条件を構成する方法と、Athena を使用して
エクスポートされたに対して SQL クエリを実行する方法を学習します。AWS IoT SiteWiseアセットデー
タ。Athena でデータをクエリするには、まず、AWS Glue Data Catalogアセットデータを使用して。デー
タカタログにはデータベースとテーブルが含まれており、Athena はデータカタログのデータにアクセスで
きます。作成することができます。AWS Glueエクスポートしたアセットデータでデータカタログを定期
的に更新するクローラ。
トピック
• クローラを設定して AWS Glue Data Catalog を入力する (p. 332)
• Athena を使用したデータクエリ (p. 334)
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クローラを設定して AWS Glue Data Catalog を入力する
AWS Glue クローラはデータストアをクロールして、AWS Glue Data Catalog のテーブルを作成します。
この手順では、エクスポートされたアセットデータを含む S3 バケットの AWS Glue クローラを作成して
実行します。クローラは、アセットプロパティの更新用のテーブルとアセットメタデータ用のテーブルを
作成します。次に、Athena を使用してこれらのテーブルに対して SQL クエリを実行できます。詳細につ
いては、「」を参照してください。の入力AWS Glue Data Catalogそしてクローラの定義のAWS Glueデベ
ロッパーガイド。

AWS Glue クローラを作成するには
1.

AWS Glue コンソールに移動します。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Crawlers (クローラ)] を選択します。
[Add crawler (クローラの追加)] を選択します。

4.

[Add crawler (クローラの追加)] ページで、次の操作を行います。
a.

クローラの名前 (IoTSiteWiseDataCrawler など) を入力し、[次へ] を選択します。

b.

[クローラソースタイプ] で、[データストア] を選択し、[次へ] を選択します。

c.

[Add a data store page (データストアページの追加)] で、次の操作を行います。

d.
e.

i.
ii.

[Choose a data store (データストアの選択)] で [S3] を選択します。
[インクルードパス] に、アセットデータバケットをデータストアとして追加するに
は、s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1 を入力します。置換DOC-EXAMPLE-BUCKET1は、ス
タックの作成時に選択したバケット名です。

iii.

[Next] (次へ) を選択します。

[Add another data store (別のデータストアの追加)] ページで、[いいえ] を選択し、[次へ] を選択し
ます。
リポジトリの []IAM ロールを選択します。[] ページで、次の操作を行います。
i.

許可する新しいサービスロールを作成するにはAWS GlueS3 バケットにアクセスするに
は、IAM ロールを作成する。

ii.

ロール名のサフィックス (IoTSiteWiseDataCrawler など) を入力します。
[Next] (次へ) を選択します。

iii.
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f.

[頻度] で [毎時] を選択し、[次へ] を選択します。クローラは、実行するたびに新しいデータで
テーブルを更新するので、ユースケースに合う任意の頻度を選択できます。

g.

[Configure the crawler's output (クローラの出力を設定する)] ページで、次の操作を行います。

h.

i.

[Add database (データベースの追加)] を選択して、アセットデータの AWS Glue データベー
スを作成します。

ii.

データベースの名前 (iot_sitewise_asset_database など) を入力します。

iii.

[Create] (作成) を選択します。

iv.

[Next] (次へ) を選択します。

クローラの詳細を確認し、[完了] を選択します。

デフォルトでは、新しいクローラはすぐには実行されません。手動で実行するか、設定されたスケジュー
ルで実行されるまで待機する必要があります。

クローラを実行するには
1.

[クローラ] ページで、新しいクローラのチェックボックスをオンにし、[Run crawler (クローラの実
行)] を選択します。
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2.

クローラが終了し、ステータスが [準備完了] になるまで待ちます。
クローラの実行には数分かかる場合があり、クローラのステータスは自動的に更新されます。

3.

ナビゲーションペインで、[Table] (テーブル) を選択します。
asset_metadata と asset_property_updates の 2 つの新しいテーブルが表示されます。

Athena を使用したデータクエリ
Athena は、でアセットデータテーブルを自動的に検出します。AWS Glue Data Catalog。これらのテーブ
ルの積集合に対してクエリを実行するために、論理データテーブルであるビューを作成できます。詳細に
ついては、「」を参照してください。ビューの使用のAmazon Athena ユーザーガイド。
アセットプロパティデータとメタデータを組み合わせたビューを作成した後、アセット名とプロパティ名
がアタッチされたプロパティ値を出力するクエリを実行できます。詳細については、「」を参照してくだ
さい。Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行のAmazon Athena ユーザーガイド。

Athena でアセットデータをクエリするには
1.

に移動します。Athena コンソール。
[開始方法] のページが表示されたら、[今すぐ始める] をクリックします。

2.

Athena を初めて使用する場合は、以下の手順を実行して、クエリ結果に S3 バケットを設定しま
す。Athena はクエリの結果をこのバケットに保存します。

Important
アセットデータバケットと異なるバケットを使用して、以前に作成したクローラがクエリ結
果をクロールしないようにします。Athena クエリ結果にのみ使用するバケットを作成するこ
とをお勧めします。詳細については、「」を参照してください。S3 バケットを作成する方
法のAmazon Simple Storage Service ユーザーガイド。

3.

a.

[Settings] (設定) を選択します。

b.

Eclipseクエリ結果の場所で、Athena クエリ結果用の S3 バケットを入力します。バケットは / で
終わる必要があります。

c.

[Save] (保存) を選択します。

左側のパネルには、クエリするデータソースが表示されます。以下を実行してください。
a.

を使用する場合データソースで、AwsDataカタログ使用するにはAWS Glue Data Catalog。

b.

[データベース] で、クローラを使用して作成した AWS Glue データベースを選択します。
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asset_metadata と asset_property_updates の 2 つのテーブルが表示されます。
4.

アセットプロパティデータとメタデータの組み合わせからビューを作成するには、次のクエリを入力
し、[クエリを実行] を選択します。
CREATE

OR REPLACE VIEW iot_sitewise_asset_data AS
SELECT "from_unixtime"("time_in_seconds" + ("offset_in_nanos" / 1000000000))
"timestamp",
"metadata"."asset_name",
"metadata"."asset_property_name",
"data"."asset_property_value",
"metadata"."asset_property_unit",
"metadata"."asset_property_alias"
FROM ( "iot_sitewise_asset_database".asset_property_updates data
INNER JOIN "iot_sitewise_asset_database".asset_metadata metadata
ON ( ("data"."asset_id" = "metadata"."asset_id")
AND ("data"."asset_property_id" = "metadata"."asset_property_id") ) );

このクエリは、アセット ID とプロパティ ID のアセットプロパティデータとメタデータテーブルを結
合して、ビューを作成します。このクエリは、既存のビューがすでに存在する場合は、既存のビュー
を置き換えるため、複数回実行できます。
5.

新しいクエリを追加するには、+アイコン.

6.

アセットデータのサンプルを表示するには、次のクエリを入力し、[クエリを実行] を選択します。タ
イムスタンプを、バケットにデータがある間隔に置き換えます。
SELECT *
FROM "iot_sitewise_asset_database"."iot_sitewise_asset_data"
WHERE "timestamp"
BETWEEN TIMESTAMP '2020-05-14 12:00:00.000'
AND TIMESTAMP '2020-05-14 13:00:00.000'
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ORDER BY

"timestamp" DESC LIMIT 50;

このクエリは、2 つのタイムスタンプ間に最大 50 個のデータポイントを出力し、最新のエントリを最
初に表示します。
クエリの出力は、次のような結果になります。

AWS IoT SiteWise アプリケーションにとって便利なクエリを実行できるようになりました。詳細について
は、「」を参照してください。Amazon Athena の SQL リファレンスのAmazon Athena ユーザーガイド。

テンプレートから作成されたリソース
テンプレートからスタックを作成すると、AWS CloudFormation によって次のリソースが作成されます。
ほとんどのリソースの名前には、スタックの作成時にカスタマイズできるプレフィックスが付いていま
す。

リソース名パラメータ
• BucketName— アセットデータを受け取る、このテンプレートから作成された S3 バケットの名前。
• GlobalResourcePrefix— このテンプレートから作成されるグローバルリソースの名前のプレフィッ
クス。デフォルトは sitewise-export-to-s3 です。
• LocalResourcePrefix— 現在のリージョンでこのテンプレートから作成されるリソースの名前のプ
レフィックス。デフォルトは sitewise_export_to_s3 です。

AWS CloudFormation テンプレートによって作成されたリソース
リソース

説明

[Name] (名前)

処理されたデータのS3 バケット

このバケットには、2 つのフォル
ダが含まれています。1 つのフォ
ルダは Kinesis Data Firehose
配信ストリームから平坦化され
たフォーマット済みデータを受

${BucketName}
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リソース

説明

[Name] (名前)

信し、もう 1 つのフォルダは
アセットメタデータを受信しま
す。
AWS Glue データベース

このデータベースには、この
スタックが作成する AWS Glue
テーブルが含まれています。

${LocalResourcePrefix}_firehose_glue

AWS Glue テーブル

Kinesis Data Firehose 配信スト
リームは、このテーブルを使用
して、データを Parquet 形式に
フォーマットします。

${LocalResourcePrefix}_firehose_glue

AWS Lambda データを変換する
関数

この関数は、AWS IoT SiteWise
から送信されたプロパティ値通
知メッセージの値を平坦化しま
す。

${LocalResourcePrefix}_lambda_transf

IAM変換Lambda 関数のロール

このロールでは、変換関数のラ
ンタイムログをに保存できま
す。

${GlobalResourcePrefix}lambda-transform-role

IAM変換Lambda 関数ロールのた
めのポリシー

このポリシーでは、変換関数の
実行ログを Lambda に保存でき
ます。

${GlobalResourcePrefix}lambda-transform-policy

CloudWatchログ変換関数のログ
グループ

このロググループには、変換関
数のログが含まれます。

/aws/lambda/
${LocalResourcePrefix}_lambda_transf

Lambdaアセットのメタデータを
収集する関数

この関数は、のアセットに関す
${LocalResourcePrefix}_lambda_metada
る詳細を取得します。AWS IoT
SiteWiseそして、このスタックが
作成する Amazon S3 バケットに
詳細を保存します。

Lambdaメタデータ関数のレイ
ヤー

このレイヤーは、メタデータ関
${LocalResourcePrefix}_lambda_metada
数が使用する AWS IoT SiteWise
オペレーションを含む AWS SDK
を提供します。

IAMメタデータ Lambda 関数の
ロール

このロールでは、Lambda がで
アセットの詳細を取得できま
す。AWS IoT SiteWise。

${GlobalResourcePrefix}lambda-metadata-role

IAMメタデータLambda 関数ロー
ルのポリシー

このポリシーでは、Lambda
アセットの詳細を取得できま
す。AWS IoT SiteWise。

${GlobalResourcePrefix}lambda-metadata-policy

EventBridgeメタデータ Lambda
関数のスケジュールされたイベ
ント

このスケジュールされたイベン
${LocalResourcePrefix}トは、6 時間ごとにメタデータ
metadata-event
Lambda を実行し、アセットメタ
データバケットを更新します。

CloudWatchログメタデータ関数
のロググループ

このロググループには、メタ
データ関数のログが含まれま
す。
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リソース

説明

[Name] (名前)

AWS IoT ルール

このルールは、プロパティ値
通知メッセージをクエリし、ア
セットデータを Amazon Kinesis
Data Firehose 配信ストリームに
送信します。

${LocalResourcePrefix}_iot_topic_rul

IAMの役割AWS IoTルール

このロールにより、AWS IoT
をクリックして、Kinesis Data
Firehose 配信ストリームにデー
タを送信します。

${GlobalResourcePrefix}core-firehose-role

IAMのポリシーAWS IoTルール
ロール

このポリシーでは、AWS IoT
をクリックして、Kinesis Data
Firehose 配信ストリームにデー
タを送信します。

${GlobalResourcePrefix}core-firehose-policy

Kinesis Data Firehose配信スト
リーム

この配信ストリームは、AWS
IoTルールでは、Lambda 関数
を使用してデータを平坦化し、
データを Amazon S3 に配信しま
す。

${LocalResourcePrefix}_firehose_deli

IAM送信ストリームのロール

このロールでは、Kinesis Data
Firehose が S3 バケットに
対してオペレーションを実
行できます。AWS Glueテー
ブル、Lambda 関数、および
CloudWatchロググループ。

${GlobalResourcePrefix}firehose-delivery-role

CloudWatchログ配信ストリーム
のロググループ

このロググループにはログスト
リームが含まれています。S3
Deliveryは、Kinesis Data
Firehose 配信ストリームに関す
るログを受信します。

/aws/kinesisfirehose/
${LocalResourcePrefix}_firehose_deli
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ストレージの管理
AWS IoT SiteWise は次のストレージ階層にデータを保存するよう設定できます。
Hot 階層
サービスマネージドデータベース。デフォルトでは、デフォルトでHot 階層にデータが保存されます
AWS IoT SiteWise。Hot 階層にデータを保存する期間、保存期間を設定できます。AWS IoT SiteWise
ホット階層内の保存期間より古いデータをすべて削除します。保持期間を設定しない場合、データは
無期限に保存されます。ホット階層を使用して、頻繁なアクセスと低レイテンシーを必要とする最新
のデータを保存できます。
Cold 階層
カスタマーにより管理されている Amazon S3 バケットAWS IoT SiteWise測定値、メトリックス、
変換、集計、資産モデル定義などの時系列を複製して、アカウントの Amazon S3 バケットにデータ
を保存します。コールド階層を使用して、頻繁にアクセスする必要のない履歴データを保存できま
す。Cold 階層データの取得に次の API 操作を使用すると、遅延が長くなる可能性があります。
• BatchGetAssetPropertyAggregates
• BatchGetAssetPropertyValue
• BatchGetAssetPropertyValueHistory
• GetAssetPropertyAggregates
• GetAssetPropertyValue
• GetAssetPropertyValueHistory
• GetInterpolatedAssetPropertyValues
データがCold 階層に送られた後、次の AWS のサービスを利用して、履歴レポートを作成したり、
データの分析やクエリを行うことができます。
• Amazon Athena を使用して、データに対してSQL クエリを実行します。
• Amazon EMR を利用したビッグデータ解析の実施。
• 使ってデータを検索分析することができますアマゾン OpenSearch サービス。
Amazon S3 内のデータと相互作用することができる他の AWS サービスの詳細については、AWS
Management Consoleの[Analytics] (分析) の下のリストを参照してください。
トピック
• ストレージ設定を行う (p. 339)
• トラブルシューティング (p. 345)
• Cold 階層に保存されたデータのファイルパスとスキーマ (p. 346)

ストレージ設定を行う
Cold 階層にデータを複製するためのストレージの設定を行うことができます。ストレージ設定を行う場
合、以下の操作を行うこともできます。
• Hot 階層にデータを保存する期間を指定します。保存期間は、削除される前にHot 階層にデータを保存
します。AWS IoT SiteWiseホット階層内の保存期間より古いデータをすべて削除します。保持期間を設
定しない場合、データは無期限に保存されます。
• の有効化AWS IoT SiteWiseを作成するにはAWS IoT Analytics保存するデータストアAWS IoT SiteWise
データ。データをクエリするために、AWS IoT Analytics ではデータセットを作成することができます。
詳細については、 AWS IoT Analytics ユーザーガイドの「AWS IoT SiteWise データの使用」を参照して
ください。
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トピック
• ストレージの設定 (コンソール) (p. 340)
• ストレージの設定 (AWS CLI) (p. 341)

ストレージの設定 (コンソール)
以下の手順は、Cold 階層にデータを複製するためのストレージ設定を行うステップを示しています。AWS
IoT SiteWiseコンソール。

コンソールでストレージの設定を設定するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで[Settings] (設定) の[Storage] (ストレージ) を選択します。

3.

右上隅の[Edit] (編集) を選択します。

4.

[Edit storage] (ストレージを編集) ページで、次の作業を行います:
a.

にとってストレージの設定、選択してくださいCold 階層ストレージを有効にする。Cold 階層ス
トレージは、デフォルトでは無効になっています。

b.

S3 バケットの場所には、既存の Amazon S3 バケット名とプレフィックスを入力します。

Note
• Amazon S3 では、プレフィックスを Amazon S3 バケット内のフォルダ名として使
用します。プレフィックスは1～255文字で、末尾はスラッシュ (/) とする。お客様の
AWS IoT SiteWise データはこのフォルダーに保存されます。
• Amazon S3 バケットがない場合は、[View] (表示) を選択し、Amazon S3 コンソール
でバケットを作成します。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイド の 最初の S3
バケットを作成する を参照してください。
c.

S3 アクセスロールの場合、次のいずれかを実行します。
• [Create a role from an AWS managed template] (マネージドテンプレートからロールの作成)
AWS を選択すると、AWS IoT SiteWise が自動的にIAM ロールを作成し、が Amazon S3 へ
データを送信できるようにします。
• [Use an existing role] (既存のロールの使用) を選択し、リストから作成したロールを選択しま
す。

Note
• [S3 bucket location] (S3 バケットの場所) には、前のステップで使用したのと同じ
Amazon S3 バケット名をIAM ポリシーで使用する必要があります。
• 次の例に示すようなアクセス許可をロールが持っていることを確認してください。

Example アクセス許可ポリシー
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
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}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]

bucket-name は、Amazon S3 バケットの名前に置き換えてください。
d.

(オプション) 用Hot 階層の設定で、以下の手順を実行します。
i.

データが削除される前にホット階層に保存される期間の保持期間を設定する場合は、保存期
間を有効にする。

ii.

保存期間を設定するには、整数を入力して単位を選択します。保存期間は、30 日以上でなけ
ればなりません。

AWS IoT SiteWiseホット階層内の保存期間より古いデータをすべて削除します。保持期間を設定
しない場合、データは無期限に保存されます。
e.

(オプション) 用AWS IoT Analytics統合で、以下の手順を実行します。
i.

使用するならAWS IoT Analyticsデータをクエリするには、有効AWS IoT Analyticsデータスト
ア。

ii.

AWS IoT SiteWise がデータストアの名前を生成しますが、別の名前を入力することもできま
す。

AWS IoT SiteWise が自動的に AWS IoT Analytics にデータストアを作成し、データを保存しま
す。データをクエリするには、AWS IoT Analytics を使ってデータセットを作成します。詳細につ
いては、 AWS IoT Analytics ユーザーガイドの「AWS IoT SiteWise データの使用」を参照してく
ださい。
f.

[Save] (保存) を選択します。

の中にAWS IoT SiteWiseストレージセクション、Cold 階層ストレージには、次のいずれかの値を指定でき
ます。
• 有効–AWS IoT SiteWiseは、指定した Amazon S3 バケットにデータを複製します。
• 有効化–AWS IoT SiteWiseコールド階層ストレージを有効にするリクエストを処理中です。このプロセ
スは完了までに数分かかることがあります。
• Enable_Failed–AWS IoT SiteWiseコールド階層ストレージを有効にするリクエストを処理できませんで
した。設定している場合AWS IoT SiteWiseAmazon にログを送信するには CloudWatch Logs: これらの
ログを使用して問題のトラブルシューティングを行うことができます。詳細については、「モニタリン
グAWS IoT SiteWiseアマゾンと CloudWatch ログ (p. 403)」を参照してください。
• 無効— コールド階層ストレージは無効になっています。

ストレージの設定 (AWS CLI)
以下の手順は、使ってCold 階層にデータを複製するためのストレージ設定を行うステップを示していま
す。AWS CLI。

AWS CLI を使用してストレージの設定を行うには
1.

アカウント内の Amazon S3 バケットにデータを書き出すには、次のコマンドを実行し、ストレージ
の設定を行ってください。file-name は、AWS IoT SiteWise ストレージの設定を含むファイルの名
前に置き換えてください。
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aws iotsitewise put-storage-configuration --cli-input-json file://file-name.json

Example AWS IoT SiteWise ストレージ設定
• bucket-name は Amazon S3 バケット名に置き換えます。
• [prefix] (プレフィックス) は Amazon S3 のプレフィックスに置き換えてください。
• aws-account-id を AWS アカウント ID に置き換えます。
• role-name は、AWS IoT SiteWise が Amazon S3 にデータを送信することを許可する Amazon S3
アクセスロールの名前に置き換えてください。
• 置換retention-in-days以上の整数で、30日以上。

Note
AWS IoT SiteWiseホット階層内の保存期間より古いデータをすべて削除します。保持期間
を設定しない場合、データは無期限に保存されます。

{

}

"storageType": "MULTI_LAYER_STORAGE",
"multiLayerStorage": {
"customerManagedS3Storage": {
"s3ResourceArn": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix/",
"roleArn": "arn:aws:iam::aws-account-id:role/role-name"
}
},
"retentionPeriod": {
"numberOfDays": retention-in-days,
"unlimited": false
}

Note
• AWS IoT SiteWise ストレージ設定と IAM ポリシーで、同じ Amazon S3 バケット名を使用
する必要があります。
• 次の例に示すようなアクセス許可をロールが持っていることを確認してください。

Example アクセス許可ポリシー
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]
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}

bucket-name は、Amazon S3 バケットの名前に置き換えてください。

Example レスポンス
{

"storageType": "MULTI_LAYER_STORAGE",
"retentionPeriod": {
"numberOfDays": 100,
"unlimited": false
},
"configurationStatus": {
"state": "UPDATE_IN_PROGRESS"
}

}

Note
AWS IoT SiteWise がストレージの設定を更新するのに数分かかることがあります。
2.

ストレージの設定情報を取得するには、次のコマンドを実行します。
aws iotsitewise describe-storage-configuration

Example レスポンス
{

}

3.

"storageType": "MULTI_LAYER_STORAGE",
"multiLayerStorage": {
"customerManagedS3Storage": {
"s3ResourceArn": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/torque/",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SWAccessS3Role"
}
},
"retentionPeriod": {
"numberOfDays": 100,
"unlimited": false
},
"configurationStatus": {
"state": "ACTIVE"
},
"lastUpdateDate": "2021-03-30T15:54:14-07:00"

Amazon S3 バケットへのデータ書き出しを停止するには、次のコマンドを実行してストレージの設定
を行ってください。
aws iotsitewise put-storage-configuration --storage-type SITEWISE_DEFAULT_STORAGE

Note
デフォルトでは、デフォルトでHot 階層にのみデータが保存されますAWS IoT SiteWise。

Example レスポンス
{

"storageType": "SITEWISE_DEFAULT_STORAGE",
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}

4.

"configurationStatus": {
"state": "UPDATE_IN_PROGRESS"
}

ストレージの設定情報を取得するには、次のコマンドを実行します。
aws iotsitewise describe-storage-configuration

Example レスポンス
{

}

"storageType": "SITEWISE_DEFAULT_STORAGE",
"configurationStatus": {
"state": "ACTIVE"
},
"lastUpdateDate": "2021-03-30T15:57:14-07:00"

(オプション) AWS IoT Analytics データストアを作成する (AWS
CLI)
AWS IoT Analytics データストアは、データを受け取り保存する、スケーラブルでクエリ可能なリポジト
リである。AWS IoT SiteWise コンソールや AWS IoT Analytics API を使用して、AWS IoT Analytics デー
タストアを作成し、AWS IoT SiteWise データを保存することができます。データに対してクエリを実行す
るには、AWS IoT Analytics を使ってデータセットを作成する。詳細については、AWS IoT SiteWise ユー
ザーガイドの「AWS IoT Analytics データの使用」を参照してください。
次のステップでは、AWS CLI を使用して AWS IoT Analytics にデータストアを作成します。
データストアを作成するには、次のコマンドを実行します。file-name は、データストアの設定を含む
ファイルの名前に置き換えてください。
aws iotanalytics create-datastore --cli-input-json file://file-name.json

Note
• 既存の Amazon S3 バケット名を指定する必要があります。 Amazon S3 バケットを持っていな
い場合は、まずバケットを作成します。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイド の 最初
の S3 バケットを作成する を参照してください。
• AWS IoT SiteWise ストレージ設定、IAM ポリシー、AWS IoT Analytics データストア設定で、
同じ Amazon S3 バケット名を使用する必要があります。

Example AWS IoT Analytics データストアの設定
置換data-store-nameそしてs3-#####あなたとAWS IoT Analyticsデータストアの名前と Amazon S3
バケット名。
{

"datastoreName": "data-store-name",
"datastoreStorage": {
"iotSiteWiseMultiLayerStorage": {
"customerManagedS3Storage": {
"bucket": "s3-bucket-name"
}
}
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}

},
"retentionPeriod": {
"numberOfDays": 90
}

Example レスポンス
{

"datastoreName": "datastore_IoTSiteWise_demo",
"datastoreArn": "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:datastore/
datastore_IoTSiteWise_demo",
"retentionPeriod": {
"numberOfDays": 90,
"unlimited": false
}
}

トラブルシューティング
次の情報を使用して、ストレージ設定に関する問題のトラブルシューティングと解決を行います。
問題点
• エラー: バケットは存在しません (p. 345)
• エラー: S3 パスへのアクセスが拒否されました (p. 345)
• エラー: ロール ARN を引き受けることができません (p. 346)
• エラー: クロスリージョン S3 バケットにアクセスできませんでした (p. 346)

エラー: バケットは存在しません
解決策: AWS IoT SiteWise は Amazon S3 バケットを見つけることができませんでした。現在のRegion に
ある既存の Amazon S3 バケット名を入力していることを確認してください。

エラー: S3 パスへのアクセスが拒否されました
解決策: Amazon S3 AWS IoT SiteWiseバケットにアクセスできませんでした。次のコマンドを実行します
• IAM ポリシーで指定した Amazon S3 バケットと同じものを使用していることを確認してください。
• 次の例に示すようなアクセス許可をロールが持っていることを確認してください。

Example アクセス許可ポリシー
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
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}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]

bucket-name は、Amazon S3 バケットの名前に置き換えてください。

エラー: ロール ARN を引き受けることができません
解決策: AWS IoT SiteWiseは IAM の役割を引き受けることができませんでした。ロールが次のサービスを
信頼することを確認してください。iotsitewise.amazonaws.com。 詳細については、次を参照してく
ださい。ロールを引き受けることができない見るIAM ユーザーガイド。

エラー: クロスリージョン S3 バケットにアクセスでき
ませんでした
解決策: 指定した Amazon S3 バケットは別のAWSサービス対象。Amazon S3 バケットとAWS IoT
SiteWiseアセットが同じリージョンにあることを確認してください。

Cold 階層に保存されたデータのファイルパスとス
キーマ
AWS IoT SiteWise測定値、指標、変換、集計、および資産モデル定義を含む時系列を複製することによ
り、データをコールド階層に保存します。次に、Cold 階層に送られるデータのファイルパスとスキーマに
ついて説明します。
トピック
• 機器データ (測定) (p. 346)
• 指標、変換、集計 (p. 349)
• アセットメタデータ (p. 351)
• アセット階層メタデータ (p. 354)
• ストレージデータインデックスファイル (p. 355)

機器データ (測定)
AWS IoT SiteWise は、6時間に一度、Cold 階層に機器データ (測定値) を書き出しします。raw データは
Cold 階層にApache AVRO (.avro) 形式で保存されます。

ファイルパス
AWS IoT SiteWiseは、次のテンプレートを使用して、Cold 階層に機器データ (測定値) を保存します。
{keyPrefix}/raw/startYear={startYear}/startMonth={startMonth}/startDay={startDay}/
seriesBucket={seriesBucket}/raw_{timeseriesId}_{startTimestamp}_{quality}.avro

Amazon S3 におけるraw データのファイルパスは、すべて次の構成要素を含んでいます。
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パスコンポーネント。

説明

keyPrefix

AWS IoT SiteWise ストレージ設定で指定した
Amazon S3 のプレフィックスです。Amazon S3
では、プレフィックスをバケット内のフォルダ名
として使用します。

raw

機器からの時系列データ (測定値) を格納するフォ
ルダ。raw フォルダーは、プレフィックスフォル
ダーに保存されます。

seriesBucket

00 から ff の間の 16 進数です。timeSeriesId
から導き出される数値です。このパーティション
は、AWS IoT SiteWise がCold 階層に書き込む際
のスループットを向上させるために使用されま
す。Amazon Athena を使用してクエリを実行す
る場合、パーティションを使用して細かい粒度の
パーティショニングを行い、クエリパフォーマン
スを向上させることができます。
アセットメタデータの seriesBucket と
timeSeriesBucket は同じ数字です。

startYear

時系列データに関連する排他的開始時刻の年号。

startMonth

時系列データに関連付けられている排他的開始時
刻の月。

startDay

時系列データに関連付けられている排他的開始時
刻の月日。

fileName

ファイル名は、アンダースコア (_) をデリミターと
して使用し、次のように区切ります。
• raw プレフィックス。
• timeSeriesId 値。
• 時系列データに関連付けられた排他的開始時刻
のエポックタイムスタンプ。
• データの品質。有効な値:
GOOD、BAD、UNCERTAIN。詳細について
は、AWS IoT SiteWise API リファレンスの
AssetPropertyValue を参照してください。
[Snappy]圧縮を利用して、.avro形式で保存され
ます。

Example Cold 階層の raw データへのファイルパス
keyPrefix/raw/startYear=2021/startMonth=1/startDay=2/seriesBucket=a2/
raw_7020c8e2-e6db-40fa-9845-ed0dddd4c77d_95e63da7-d34e-43e1bc6f-1b490154b07a_1609577700_GOOD.avro

フィールド
Cold 階層に書き出しされる raw データのスキーマは、次のフィールドを含んでいる。
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フィールド名

サポートされている型

デフォルトの 型

説明

seriesId

string

該当なし

機器からの時系列デー
タ (測定値) を識別する
ための ID。このフィー
ルドを使用して、ク
エリで raw データと
アセットメタデータを
結合することができま
す。

timeInSeconds

long

該当なし

Unix エポック形式
のタイムスタンプ
の日付 (秒単位)。分
数ナノ秒のデータ
は、offsetInNanos
で提供されます。

offsetInNanos

long

該当なし

timeInSeconds か
らのナノ秒のオフセッ
ト。

quality

string

該当なし

時系列値の品質。

doubleValue

double または null **

null

ダブル型 (浮動小数点数)
の時系列データ。

stringValue

string または null **

null

文字列型 (文字の並び)
の時系列データ。

integerValue

int または null **

null

整数型 (整数) の時系列
データ。

booleanValue

boolean または null
**

null

ブール型 (true または
false) の時系列データ。

jsonValue

string または null **

null

JSON 型の時系列データ
(複雑なデータ型を文字
列として保存されたも
の)。

recordVersion

long または null **

null

レコードのバージョン
番号。バージョン番
号を使って、最新のレ
コードを選択すること
ができます。新しいレ
コードほどバージョン
番号が大きくなってい
ます。

Example Cold 階層の raw データ

{"seriesId":"e9687d2a-0dbe-4f65-9ed6-6f443cba41f7_95e63da7-d34e-43e1bc6f-1b490154b07a","timeInSeconds":1625675887,"offsetInNanos":0,"quality":"GOOD","doubleValue":
{"double":0.75},"stringValue":null,"integerValue":null,"booleanValue":null,"jsonValue":null,"recordVers
{"seriesId":"e9687d2a-0dbe-4f65-9ed6-6f443cba41f7_95e63da7-d34e-43e1bc6f-1b490154b07a","timeInSeconds":1625675889,"offsetInNanos":0,"quality":"GOOD","doubleValue":
{"double":0.69},"stringValue":null,"integerValue":null,"booleanValue":null,"jsonValue":null,"recordVers
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{"seriesId":"e9687d2a-0dbe-4f65-9ed6-6f443cba41f7_95e63da7-d34e-43e1bc6f-1b490154b07a","timeInSeconds":1625675890,"offsetInNanos":0,"quality":"GOOD","doubleValue":
{"double":0.66},"stringValue":null,"integerValue":null,"booleanValue":null,"jsonValue":null,"recordVers
{"seriesId":"e9687d2a-0dbe-4f65-9ed6-6f443cba41f7_95e63da7-d34e-43e1bc6f-1b490154b07a","timeInSeconds":1625675891,"offsetInNanos":0,"quality":"GOOD","doubleValue":
{"double":0.92},"stringValue":null,"integerValue":null,"booleanValue":null,"jsonValue":null,"recordVers
{"seriesId":"e9687d2a-0dbe-4f65-9ed6-6f443cba41f7_95e63da7-d34e-43e1bc6f-1b490154b07a","timeInSeconds":1625675892,"offsetInNanos":0,"quality":"GOOD","doubleValue":
{"double":0.73},"stringValue":null,"integerValue":null,"booleanValue":null,"jsonValue":null,"recordVers

指標、変換、集計
AWS IoT SiteWiseは、6 時間に一度、Cold 階層に書き出し、変換し、集計します。メトリクス、変換、集
計は、Cold 階層に保存されますApache Avro(.avro) 形式。

ファイルパス
AWS IoT SiteWiseは、次のテンプレートを使用して、Cold 階層に書き出しします。
{keyPrefix}/agg/startYear={startYear}/startMonth={startMonth}/startDay={startDay}/
seriesBucket={seriesBucket}/agg_{timeseriesId}_{startTimestamp}_{quality}.avro

Amazon S3 におけるメトリクス、変換、集計へのファイルパスは、すべて次の構成要素を含んでいます。
パスコンポーネント。

説明

keyPrefix

AWS IoT SiteWise ストレージ設定で指定した
Amazon S3 のプレフィックスです。Amazon S3
では、プレフィックスをバケット内のフォルダ名
として使用します。

agg

メトリクスの時系列データを格納するフォルダー
です。agg フォルダーは、プレフィックスフォル
ダーに保存されます。

seriesBucket

00 から ff の間の 16 進数です。timeSeriesId
から導き出される数値です。このパーティション
は、AWS IoT SiteWise がCold 階層に書き込む際
のスループットを向上させるために使用されま
す。Amazon Athena を使用してクエリを実行す
る場合、パーティションを使用して細かい粒度の
パーティショニングを行い、クエリパフォーマン
スを向上させることができます。
アセットメタデータの seriesBucket と
timeSeriesBucket は同じ数字です。

startYear

時系列データに関連する排他的開始時刻の年号。

startMonth

時系列データに関連付けられている排他的開始時
刻の月。

startDay

時系列データに関連付けられている排他的開始時
刻の月日。

fileName

ファイル名は、アンダースコア (_) をデリミターと
して使用し、次のように区切ります。
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パスコンポーネント。

説明
• raw プレフィックス。
• timeSeriesId 値。
• 時系列データに関連付けられた排他的開始時刻
のエポックタイムスタンプ。
• データの品質。有効な値:
GOOD、BAD、UNCERTAIN。詳細について
は、AWS IoT SiteWise API リファレンスの
AssetPropertyValue を参照してください。
Snappy圧縮を利用して、.avro形式で保存されま
す。

Example Cold 階層のメトリクスへのファイルパス
keyPrefix/agg/startYear=2021/startMonth=1/startDay=2/seriesBucket=a2/
agg_7020c8e2-e6db-40fa-9845-ed0dddd4c77d_95e63da7-d34e-43e1bc6f-1b490154b07a_1609577700_GOOD.avro

フィールド
Cold 階層に書き出しされるメトリクス、変換、集計のスキーマは、次のフィールドを含んでいます。
フィールド名

サポートされている型

デフォルトの 型

説明

seriesId

string

該当なし

機器、メトリクス、変
換から時系列データを
識別するための ID で
す。このフィールドを
使用して、クエリで raw
データとアセットメタ
データを結合すること
ができます。

timeInSeconds

long

該当なし

Unix エポック形式
のタイムスタンプ
の日付 (秒単位)。分
数ナノ秒のデータ
は、offsetInNanos
で提供されます。

offsetInNanos

long

該当なし

timeInSeconds か
らのナノ秒のオフセッ
ト。

quality

string

該当なし

アセットデータをフィ
ルタリングするための
品質です。

resolution

string

該当なし

データを集計する時間
間隔。

count

double または null **

null

現在の時間間隔におけ
る、指定された変数

350

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
アセットメタデータ

フィールド名

サポートされている型

デフォルトの 型

説明
のデータポイントの総
数。

average

double または null **

null

現在の時間間隔におけ
る指定された変数値の
平均。

min

double または null **

null

現在の時間間隔におけ
る指定された変数の最
小値。

max

boolean または null
**

null

現在の時間間隔におけ
る指定された変数の最
大値。

sum

string または null **

null

現在の時間間隔におけ
る指定された変数値の
合計。

recordVersion

long または null **

null

レコードのバージョン
番号。バージョン番
号を使って、最新のレ
コードを選択すること
ができます。新しいレ
コードほどバージョン
番号が大きくなってい
ます。

Example Cold 階層のメトリクスデータ

{"seriesId":"f74c2828-5317-4df3ba16-6d41b5bcb531","timeInSeconds":1637334060,"offsetInNanos":0,"quality":"GOOD","resolution":"PT1M","c
{"double":16.0},"min":{"double":1.0},"max":{"double":31.0},"sum":
{"double":496.0},"recordVersion":null}
{"seriesId":"f74c2828-5317-4df3ba16-6d41b5bcb531","timeInSeconds":1637334120,"offsetInNanos":0,"quality":"GOOD","resolution":"PT1M","c
{"double":46.0},"min":{"double":32.0},"max":{"double":60.0},"sum":
{"double":1334.0},"recordVersion":null}
{"seriesId":"f74c2828-5317-4df3ba16-6d41b5bcb531","timeInSeconds":1637334540,"offsetInNanos":0,"quality":"GOOD","resolution":"PT1M","c
{"double":16.0},"min":{"double":1.0},"max":{"double":31.0},"sum":
{"double":496.0},"recordVersion":null}
{"seriesId":"f74c2828-5317-4df3ba16-6d41b5bcb531","timeInSeconds":1637334600,"offsetInNanos":0,"quality":"GOOD","resolution":"PT1M","c
{"double":46.0},"min":{"double":32.0},"max":{"double":60.0},"sum":
{"double":1334.0},"recordVersion":null}
{"seriesId":"f74c2828-5317-4df3ba16-6d41b5bcb531","timeInSeconds":1637335020,"offsetInNanos":0,"quality":"GOOD","resolution":"PT1M","c
{"double":16.0},"min":{"double":1.0},"max":{"double":31.0},"sum":
{"double":496.0},"recordVersion":null}

アセットメタデータ
AWS IoT SiteWise を有効にして初めて Cold 階層にデータを書き出しすると、アセットのメタデータが
Cold 階層に書き出しされます。初期設定後、AWS IoT SiteWise はアセットモデル定義またはアセット定
義を変更したときのみ、アセットメタデータをティアに書き出します。アセットメタデータは、Cold 階層
にNewline Delimited JSON (.ndjson) 形式で保存されます。
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ファイルパス
AWS IoT SiteWiseは、次のテンプレートを使用して、Cold 階層にアセットメタデータを保存します。
{keyPrefix}/asset_metadata/asset_{assetId}.ndjson

Cold 階層におけるアセットメタデータのファイルパスを生成するために、Nは次のテンプレートを使用す
る。
パスコンポーネント。

説明

keyPrefix

AWS IoT SiteWise ストレージ設定で指定した
Amazon S3 のプレフィックスです。 Amazon S3
では、プレフィックスをバケット内のフォルダ名
として使用します。

asset_metadata

アセットのメタデータを保存するフォルダで
す。asset_metadata フォルダーは、プレフィッ
クスフォルダーに保存されます。

fileName

ファイル名は、アンダースコア (_) をデリミターと
して使用し、次のように区切ります。
• asset プレフィックス。
• assetId 値。
ファイルは .ndjson 形式で保存されます。

Example Cold 階層のアセットメタデータへのファイルパス
keyPrefix/asset_metadata/asset_35901915-d476-4dca-8637-d9ed4df939ed.ndjson

フィールド
Cold 階層に書き出しされるアセットメタデータのスキーマは、次のフィールドを含んでいます。
フィールド名

説明

assetId

アセットの ID。

assetName

アセットの名前。

assetModelId

このアセットを作成するために使用されたアセッ
トモデルの ID。

assetModelName

アセットモデルの名前。

assetPropertyId

アセットプロパティの ID。

assetPropertyName

アセットプロパティの名前。

assetPropertyDataType

アセットプロパティのデータ型。

assetPropertyUnit

アセットプロパティの単位 (例:Newtonsそし
てRPM) .
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フィールド名

説明

assetPropertyAlias

OPC-UA サーバのデータストリームのパスなど、
アセットプロパティを識別するためのエイリア
ス (例: /company/windfarm/3/turbine/7/
temperature)。

timeSeriesId

機器、メトリクス、変換から時系列データを識別
するための ID です。このフィールドを使用して、
クエリで raw データとアセットメタデータを結合
することができます。

timeSeriesBucket

00 から ff の間の 16 進数です。timeSeriesId
から導き出される数値です。このパーティション
は、AWS IoT SiteWise がCold 階層に書き込む際
のスループットを向上させるために使用されま
す。Amazon Athena を使用してクエリを実行す
る場合、パーティションを使用して細かい粒度の
パーティショニングを行い、クエリパフォーマン
スを向上させることができます。
raw データのファイルパスの timeSeriesBucket
と seriesBucket が同じ数字です。

assetCompositeModelDescription

複合モデルの説明。

assetCompositeModelName

複合モデルの名前。

assetCompositeModelType

複合モデルのタイプ。アラーム複合モデルの場
合、この型は AWS/ALARM です。

assetCreationDate

アセットが作成された日付 (Unix エポックタイ
ム)。

assetLastUpdateDate

アセットが最後に更新された日付を Unix エポック
タイムで表したもの。

assetStatusErrorCode

エラーコード。

assetStatusErrorMessage

エラーメッセージ。

assetStatusState

アセットの現在の状態。

Example Cold 階層のアセットメタデータ

{"assetId":"7020c8e2-e6db-40fa-9845-ed0dddd4c77d","assetName":"Wind Turbine Asset
2","assetModelId":"ec1d924f-f07d-444f-b072-e2994c165d35","assetModelName":"Wind
Turbine Asset Model","assetPropertyId":"95e63da7-d34e-43e1bc6f-1b490154b07a","assetPropertyName":"Temperature","assetPropertyDataType":"DOUBLE","assetPropertyUni
Washington/Seattle/WT2/temp","timeSeriesId":"7020c8e2-e6db-40fa-9845-ed0dddd4c77d_95e63da7d34e-43e1bc6f-1b490154b07a","timeSeriesBucket":"f6","assetArn":null,"assetCompositeModelDescription":null,"asset
{"assetId":"7020c8e2-e6db-40fa-9845-ed0dddd4c77d","assetName":"Wind
Turbine Asset 2","assetModelId":"ec1d924f-f07d-444fb072-e2994c165d35","assetModelName":"Wind Turbine Asset
Model","assetPropertyId":"c706d54d-4c11-42dc-9a01-63662fc697b4","assetPropertyName":"Pressure","assetP
Washington/Seattle/WT2/pressure","timeSeriesId":"7020c8e2-e6db-40fa-9845ed0dddd4c77d_c706d54d-4c11-42dc-9a01-63662fc697b4","timeSeriesBucket":"1e","assetArn":null,"assetCompos
{"assetId":"7020c8e2-e6db-40fa-9845-ed0dddd4c77d","assetName":"Wind
Turbine Asset 2","assetModelId":"ec1d924f-f07d-444f-b072-
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e2994c165d35","assetModelName":"Wind Turbine Asset Model","assetPropertyId":"8cf1162fdead-4fbe-b468-c8e24cde9f50","assetPropertyName":"Max
Temperature","assetPropertyDataType":"DOUBLE","assetPropertyUnit":null,"assetPropertyAlias":null,"time
e6db-40fa-9845-ed0dddd4c77d_8cf1162f-dead-4fbe-b468c8e24cde9f50","timeSeriesBucket":"d7","assetArn":null,"assetCompositeModelDescription":null,"assetCompo

アセット階層メタデータ
AWS IoT SiteWise を有効にして初めて Cold 階層にデータを保存する場合、アセット階層のメタデータが
Cold 階層に書き出しされます。初期設定後、AWS IoT SiteWise ではアセットモデルやアセット定義に変
更を加えた場合のみ、アセット階層のメタデータがCold 階層に書き出しされます。アセット階層メタデー
タは、Cold 階層にNewline Delimited JSON (.ndjson) 形式で保存されます。

ファイルパス
AWS IoT SiteWiseは、次のテンプレートを使用して、Cold 階層にアセット階層メタデータを格納します。
{keyPrefix}/asset_hierarchy_metadata/{parentAssetId}_{hierarchyId}.ndjson

Cold 階層のアセット階層メタデータの各ファイルパスは、次のコンポーネントを含んでいます。
パスコンポーネント。

説明

keyPrefix

AWS IoT SiteWise ストレージ設定で指定した
Amazon S3 のプレフィックスです。Amazon S3
では、プレフィックスをバケット内のフォルダ名
として使用します。

asset_hierarchy_metadata

アセット階層のメタデータを保存するフォルダで
す。asset_hierarchy_metadata フォルダー
は、プレフィックスフォルダーに保存されます。

fileName

ファイル名は、アンダースコア (_) をデリミターと
して使用し、次のように区切ります。
• parentAssetId 値。
• hierarchyId 値。
ファイルは .ndjson 形式で保存されます。

Example Cold 階層におけるアセット階層メタデータへのファイルパス
keyPrefix/asset_hierarchy_metadata/35901915-d476-4dca-8637d9ed4df939ed_c5b3ced8-589a-48c7-9998-cdccfc9747a0.ndjson

フィールド
Cold 階層にに書き出しされるアセット階層メタデータのスキーマは、次のフィールドを含んでいます。
フィールド名

説明

sourceAssetId

このアセットリレーションシップのソースアセッ
トの ID。
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フィールド名

説明

targetAssetId

このアセットリレーションシップのターゲットア
セットの ID。

hierarchyId

階層の ID。

associationType

このアセットリレーションシップの関連付け型。
値は CHILD でなければならない。ターゲットア
セットは、ソースアセットのアセットです。

Example Cold 階層におけるアセット階層メタデータ
{"sourceAssetId":"80388e72-2284-44fb-9c89bfbaf0dfedd2","targetAssetId":"2b866c25-0c74-4750bdf5-b73683c8a2a2","hierarchyId":"bbed9f59-0412-4585a61d-6044db526aee","associationType":"CHILD"}
{"sourceAssetId":"80388e72-2284-44fb-9c89bfbaf0dfedd2","targetAssetId":"6b51246e-984d-460dbc0b-470ea47d1e31","hierarchyId":"bbed9f59-0412-4585a61d-6044db526aee","associationType":"CHILD"}

Cold 階層でデータを表示するには
1.
2.

[Amazon S3 console] (Amazon S3 のコンソール) に移動します。
ナビゲーションペインで、[Buckets] (バケット) を選択し、Amazon S3 バケットを選択します。

3.

raw データ、アセットメタデータ、またはアセット階層メタデータが含まれるフォルダに移動しま
す。

4.

ファイルを選択し、[Action] (アクション) から[Download] (ダウンロード) を選択します。

ストレージデータインデックスファイル
AWS IoT SiteWiseこれらのファイルを使用してデータクエリのパフォーマンスを最適化します。これらは
Amazon S3 バケットに表示されますが、使用する必要はありません。

ファイルパス
AWS IoT SiteWise次のテンプレートを使用して、データインデックスファイルをコールド階層に保存しま
す。
keyPrefix/index/series=timeseriesId/startYear=startYear/startMonth=startMonth/
startDay=startDay/index_timeseriesId_startTimestamp_quality

Example データストレージインデックスファイルへのファイルパス
keyPrefix/index/series=7020c8e2-e6db-40fa-9845-ed0dddd4c77d_95e63da7d34e-43e1-bc6f-1b490154b07a/startYear=2022/startMonth=02/startDay=03/
index_7020c8e2-e6db-40fa-9845-ed0dddd4c77d_95e63da7-d34e-43e1bc6f-1b490154b07a_1643846400_GOOD
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AWS IoT SiteWise でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。AWS IoT SiteWise に適用するコンプライアンスプログラムの詳細について
は、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスを参照してください。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用される法律および規制など、その他
の要因についても責任を負います。
このドキュメントは、AWS IoT SiteWise を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに
役立ちます。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS IoT
SiteWise を設定する方法を示します。また、AWS リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS
IoT SiteWise のサービスの使用方法についても説明します。
トピック
• AWS IoT SiteWise でのデータ保護 (p. 356)
• AWS IoT SiteWise のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 362)
• AWS IoT SiteWise のコンプライアンス検証 (p. 395)
• AWS IoT SiteWise での耐障害性 (p. 395)
• AWS IoT SiteWise でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 396)
• AWS IoT SiteWise での構成と脆弱性の分析 (p. 396)
• AWS IoT SiteWise とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 397)
• AWS IoT SiteWise のセキュリティのベストプラクティス (p. 400)

AWS IoT SiteWise でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS IoT SiteWise で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。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持す
る責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスク
が含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照し
てください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任
共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
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• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または
AWS SDK で AWS IoT SiteWise または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。タグまたは名前
に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバー
への URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めない
ように強くお勧めします。q
トピック
• データ暗号化 (p. 357)
• インターネットトラフィックのプライバシー (p. 361)

データ暗号化
データ暗号化とは、転送中 (AWS IoT SiteWise に対して、そしてゲートウェイとサーバー間で送受信
中) 、保管中 (ローカルデバイスまたは AWS サービスに保存中) のデータを保護することを指します。転
送中のデータは、Transport Layer Security (TLS) を使用して保護することも、クライアント側の暗号化を
使用して保存することもできます。

Note
AWS IoT SiteWiseエッジプロセッシングは、内でホストされている API を公開します SiteWise
ゲートウェイとローカルネットワーク上でアクセス可能。これらの API は、AWS IoT SiteWise
Edge コネクタが所有するサーバー証明書に裏打ちされた TLS 接続を介して公開されます。クラ
イアント認証には、これらの API ではアクセス制御用パスワードが使用される。サーバー証明
書のプライベートキーとアクセス制御のパスワードは、ともにディスクに保存される。AWS IoT
SiteWise エッジプロセッシングは、ファイルシステムの暗号化により、これらの認証情報を安全
に保管することができます。
サーバー側の暗号化とクライアント側の暗号化の詳細については、以下のトピックを参照してください。
トピック
• 保管中の暗号化 (p. 357)
• 転送中の暗号化 (p. 359)
• キーの管理 (p. 360)

保管中の暗号化
AWS IoT SiteWise は、データを AWS Cloud とゲートウェイに保存します。

AWS クラウドに保管されているデータ
AWS IoT SiteWise は、保存データをデフォルトで暗号化する AWS の他のサービスにデータを保存しま
す。保管時の暗号化には、AWS Key Management Service (AWS KMS) と統合し、AWS IoT SiteWiseでア
セットのプロパティ値や集計値を暗号化するために使用する暗号キーを管理するためのものです。AWS
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IoT SiteWise のアセットプロパティ値と集計値の暗号化には、カスタマーマネージドキーの使用を選択す
ることができます。AWS KMS を通じて、暗号キーの作成、管理、閲覧が可能です。
データの暗号化には AWS 所有のキー を、アセットのプロパティ値や集計値の暗号化にはカスタマーマ
ネージドキーを選択することができます。

使用方法
保管時の暗号化には、データの暗号化に使用される暗号化キーを管理するための AWS KMS が統合されま
す。
• AWS 所有のキー - デフォルトの暗号化キー。このキーは AWS IoT SiteWise が所有する。このキー
は、AWS アカウントで表示することはできません。また、AWS CloudTrail のログではキーに対する操
作を見ることができません。このキーは追加料金なしで使用することができます。
• カスタマーマネージドキー - キーは、お客様が作成、所有、管理するアカウントに保存されます。ユー
ザーは、KMS キーに関する完全なコントロール権を持ちます。別途 AWS KMS 料金がかかります。

AWS 所有のキー
AWS 所有のキー はお客様のアカウントに保存されません。これらは、複数の AWS アカウントで使用で
きるようにするために AWS が所有し管理している KMS キーのコレクションの一部です。AWS サービス
では、データの保護に AWS 所有のキー を使用できます。
表示、管理、使用することはできませんAWS 所有のキー、またはそれらの使用を監査してください。ただ
し、データを暗号化するキーを保護するための作業やプログラムを操作したり変更したりする必要はあり
ません。
AWS 所有のキー を利用しても月額料金や利用料はかからず、アカウントの AWS KMS クォータにもカウ
ントされません。

カスタマーマネージドキー
カスタマーマネージドキーは、お客様が作成、所有、管理する アカウントの KMS キーです。など、これ
らの KMS キーを完全に制御することができます。
• キーポリシー、IAM ポリシー、グラントなどの確立と維持する。
• 有効化と無効化する。
• 暗号化マテリアルを回転する。
• タグの追加
• それらを参照するエイリアスを作成する。
• 削除のためのスケジュール設定。

また、を使用することもできます CloudTrail とアマゾン CloudWatch 次のようなリクエストを追跡するた
めのログAWS IoT SiteWise送信先AWS KMSはユーザーに代わって処理します。
カスタマーマネージドキーを使用する場合、AWS IoT SiteWise にお客様のアカウントに保存されている
KMS 鍵へのアクセス権を付与する必要があります。AWS IoT SiteWise は、エンベロープ暗号と鍵階層を
使用してデータを暗号化します。AWS KMS 暗号化キーは、このキー階層のルートキーを暗号化するため
に使用されます。詳細については、[AWS Key Management Service Developer Guide] (デベロッパーガイ
ド) の[Envelope encryption] (エンベロープ暗号化) を参照してください。
次のポリシー例では、お客様に代わってカスタマーマネージドキー作成のアクセス許可を AWS IoT
SiteWise に付与します。キーを作成する際に、kms:CreateGrant および kms:DescribeKey アクショ
ンを許可する必要があります。
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1603902045292",
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:DescribeKey"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

作成したグラントの暗号化コンテキストは、aws:iotsitewise:subscriberId とアカウント ID を使
用します。

ゲートウェイに保存されるデータ
AWS IoT SiteWise ゲートウェイは、以下のデータをローカルのファイルシステムに保存します。
• OPC-UA ソースの設定情報
• 接続した OPC-UA ソースからの OPC-UA データストリームパスのセット
• ゲートウェイがインターネットへの接続を失ったときにキャッシュされる産業データ
AWS IoT SiteWise ゲートウェイは AWS IoT Greengrass 上で実行されます。AWS IoT Greengrass
は、Unix のファイルパーミッションとフルディスク暗号化 (有効になっている場合) を使用して、コアに
保存されているデータを保護します。ファイルシステムとデバイスを保護するのはお客様の責任となりま
す。
ただし、AWS IoT Greengrass は Secrets Manager から取得した OPC-UA サーバーのシークレットのロー
カルコピーを暗号化します。詳細については、[AWS IoT Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベ
ロッパーガイド) の[Secrets encryption] (秘密暗号化) を参照してください。
AWS IoT Greengrass コアの静止時暗号化の詳細については、[AWS IoT Greengrass Version 1 Developer
Guide] (デベロッパーガイド) の[Encryption at rest] (保管時の暗号化) を参照してください。

転送中の暗号化
AWS IoT SiteWise には、データの転送時に 3 つの通信モードがあります。
• [Over the internet] (p. 359) (インターネット経由) - ローカルデバイス (ゲートウェイを含む) と AWS
IoT SiteWise の間の通信が暗号化されます。
• ローカルネットワーク経由 (p. 360)— 間のコミュニケーション OpsHub にとって SiteWise アプリケー
ションとゲートウェイは常に暗号化されます。間のコミュニケーション SiteWise お客様のブラウザと
ゲートウェイ内で実行されているモニターアプリケーションは常に暗号化されています。ゲートウェイ
と OPC-UA ソースの間の通信を暗号化できます。
• [Between components on gateways] (p. 360) (ゲートウェイのコンポーネント間) - AWS IoT SiteWise
ゲートウェイの AWS IoT Greengrass コンポーネント間の通信は暗号化されません。

インターネット経由で転送されるデータ
AWS IoT SiteWise は、Transport Layer Security (TLS) を使用して、インターネット経由のすべての通信を
暗号化します。AWS Cloud に送信されるすべてのデータは、MQTT または HTTPS プロトコルを使用して
TLS 接続で送信されるため、デフォルトで保護されています。AWS IoT Greengrass で実行されるゲート
ウェイおよびプロパティ値の通知では、AWS IoT トランスポートセキュリティモデルが使用されます。詳

359

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
データ暗号化

細については、[AWS IoT Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Transport security] (トランスポート
セキュリティ) を参照してください。

ローカルネットワーク経由で転送されるデータ
AWS IoT SiteWise ゲートウェイは、OPC-UA 仕様に従って、ローカルの OPC-UA ソースと通信します。
転送されるデータを暗号化するメッセージセキュリティモードを使用するようにソースを設定するのは、
お客様の責任となります。
[sign] (署名) メッセージセキュリティモードを選択すると、ゲートウェイとソースの間で転送されるデータ
は署名されますが、暗号化されません。[sign and encrypt] (署名と暗号化) メッセージセキュリティモード
を選択すると、ゲートウェイとソースの間で転送されるデータは署名および暗号化されます。ソースの設
定の詳細については、「データソースの設定 (p. 120)」を参照してください。
エッジコンソールアプリケーションとゲートウェイ間の通信は、常に TLS で暗号化されています。ゲート
ウェイ上の Sitewise エッジコネクタが、AWS IoT SiteWise アプリケーションのエッジコンソールとのTLS
接続を確立できるように、自己署名証明書を生成して保存します。アプリケーションをゲートウェイに接
続する前に、この証明書をゲートウェイから AWS IoT SiteWise アプリケーション用のエッジコンソール
にコピーする必要があります。これにより、AWS IoT SiteWise アプリケーションのエッジコンソールは、
信頼できるゲートウェイに接続したことを確認できるようになります。
Sitewise エッジ は、機密保持とサーバーの認証のためのTLSに加え、エッジコンソールアプリケーション
の認証のために SigV4 プロトコルを使用しています。ゲートウェイ上の Sitewise エッジコネクターは、
エッジコンソールアプリケーションからの着信接続を検証できるように、パスワードを受け付け、保存し
ます。 SiteWise ブラウザ内で実行されているアプリケーション、およびその他のクライアントを以下に基
づいて監視しますAWS IoT SiteWiseSDK。
パスワードとサーバー証明書の生成については、the section called “ゲートウェイを管理する。” (p. 154)
を参照してください。

ゲートウェイのローカルのコンポーネント間で転送されるデータ
AWS IoT Greengrass 上で実行される AWS IoT SiteWise ゲートウェイでは、AWS IoT Greengrass のコア
でローカルにやり取りされるデータは暗号化されません。これは、データがデバイスから離れることがな
いためです。これには、AWS IoT SiteWise コネクタなどの AWS IoT Greengrass コンポーネント間の通信
が含まれます。詳細については、[AWS IoT Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド)
の[Data on the core device] (コアデバイスのデータ) を参照してください。

キーの管理
AWS IoT SiteWise クラウド鍵管理。
デフォルトでは、AWS IoT SiteWise は AWS マネージドキー を使用して、AWS クラウド内のデータを保
護します。AWS IoT SiteWise の一部のデータを暗号化するために、カスタマーマネージドキーを使用する
ように設定を更新することができます。AWS Key Management Service (AWS KMS) を通じて、暗号キー
の作成、管理、閲覧が可能です。
AWS IoT SiteWise は、AWS KMS に格納されたカスタマーマネージドキーによるサーバーサイドの暗号化
をサポートし、次のデータを暗号化することができます。
• アセットプロパティ値。
• 集計値。

Note
その他のデータやリソースは、AWS IoT SiteWise が管理するキーによるデフォルトの暗号化方式
で暗号化されます。このキーはAWS IoT SiteWiseアカウント。
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詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドのAWS Key Management Serviceと
はを参照してください。

カスタマーマネージドキーを使用した暗号化の有効化。
でカスタマーマネージドキーを使用するにはAWS IoT SiteWise、更新する必要がありますAWS IoT
SiteWise設定。

KMS キーを使用した暗号化を有効にするには。
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

[Account Settings] (アカウント設定) を選び、[Edit] (編集) を選んで[Edit account settings] (アカウント
設定の編集) 画面を表示します。

3.

[Encryption key type] (暗号化キー型) で[Choose a different AWS KMS key] (別のキーを選択) を選択し
ます。これにより、AWS KMS に保存されたカスタマーマネージドキーによる暗号化が有効となりま
す。

Note
現在、カスタマーマネージドキーの暗号化は、アセットのプロパティ値と集計値に対しての
み使用可能です。
4.

KMS キーは、次のいずれかを選択してください。
• [To use an existing KMS key] (既存のKMSキーを使用するには) - リストから KMS キーエイリアス
を選択します。
• [To create a new KMS key] (新しい KMS キーを作成するには) – [Create an AWS KMS key] (キーの
作成) を選択します。

Note
これにより、AWS KMS ダッシュボードが開きます。詳細については、[AWS Key
Management Service Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Creating keys] (キーの作
成) を参照してください。
5.

[Save] (保存) を選択して、設定を更新します。

AWS IoT Greengrass ゲートウェイ鍵管理。
AWS IoT SiteWise ゲートウェイは AWS IoT Greengrass 上で実行され、AWS IoT Greengrass コアデ
バイスはパブリックキーとプライベートキーを使用して AWS クラウドで認証し、OPC-UA 認証シーク
レットなどのローカルシークレットを暗号化します。詳細については、[AWS IoT Greengrass Version 1
Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Key management] (キー管理) を参照してください。

インターネットトラフィックのプライバシー
AWS IoT SiteWise と、ゲートウェイなどのオンプレミスアプリケーション間の 接続は、Transport Layer
Security (TLS) 接続を介してセキュリティ保護されます。詳細については、「転送中の暗号化 (p. 359)」
を参照してください。
AWS IoT SiteWise では、AWS リージョン内のアベイラビリティーゾーン間の接続や、AWS アカウント間
の接続はサポートされていません。
IAM アイデンティティセンターは、一度に 1 つのリージョンにしか設定できません。 SiteWise Monitor
は、IAM アイデンティティセンター用に設定したリージョンに接続します。つまり、IAM アイデンティ
ティセンターへのアクセスには 1 つのリージョンを使用しますが、どのリージョンにもポータルを作成す
ることができます。
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AWS IoT SiteWise のためのアイデンティティおよ
びアクセス管理
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 AWS IoT SiteWise
リソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、無料で使用できる AWS
のサービスです。
トピック
• 対象者 (p. 362)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 362)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 364)
• AWS IoT SiteWise と IAM の連携について (p. 366)
• AWS IoT SiteWise アイデンティティベースポリシーの例 (p. 374)
• AWS IoT SiteWise の AWS マネージドポリシー (p. 377)
• AWS IoT SiteWise のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 379)
• AWS IoT SiteWise Monitor のサービスロールの使用 (p. 381)
• AWS IoT Events アラームのアクセス許可設定。 (p. 388)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 392)
• AWS IoT SiteWise アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 393)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS IoT SiteWise で行う作業によって異なりま
す。
サービスユーザー - AWS IoT SiteWise サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可
と認証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの AWS IoT SiteWise 機能を使用す
るとき、追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者か
ら適切な許可をリクエストするのに役に立ちます。AWS IoT SiteWise の特徴にアクセスできない場合は、
「AWS IoT SiteWise アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 393)」を参照し
てください。
サービス管理者 - 社内の AWS IoT SiteWise リソースを担当している場合は、通常、AWS IoT SiteWise 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 AWS IoT SiteWise 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。お
客様の会社で AWS IoT SiteWise で IAM を利用する方法の詳細については、AWS IoT SiteWise と IAM の
連携について (p. 366) をご参照ください。
IAM 管理者 - 管理者は、AWS IoT SiteWise 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 AWS IoT SiteWise 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、AWS IoT SiteWise アイデンティティベースポリシーの例 (p. 374) を参照してください。

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。AWS Management
Console を使用したサインインの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーまたはルー
トユーザーとして AWS Management Console にサインインする」を参照してください。
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ユーザーは AWS のルートユーザーもしくは IAM 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、認証を受ける (AWS アカウント にサインインする) 必要があります。会社のシングルサインオン
認証を使用したり、Google や Facebook を使用したりしてサインインすることもできます。このような場
合、管理者が事前に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定している必要があります。他の会
社の認証情報を使用して AWS にアクセスした場合、ロールは間接的に割り当てられています。
AWS Management Console に直接サインインするには、パスワードとルートユーザーの E メールまたは
IAM ユーザー名を使用します。ルートユーザーまたは IAM ユーザーのアクセスキーを使用して AWS にプ
ログラムからアクセスできます。AWS では、ユーザーの認証情報を使用してリクエストに暗号的に署名
するための SDK とコマンドラインツールが提供されます。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。これには、インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコル
である署名バージョン 4 を使用します。リクエストの認証の詳細については、「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、追加のセキュリティ情報の提供を要求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、「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 全
般のリファレンスの「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。

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
持つ 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
ユーザーの長期的な認証情報を必要とする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。
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。
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• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーション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。フェデレーション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ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」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に、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを 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みなされます。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。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを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「AWS IoT SiteWise のアクション、リソース、および条件キー」をご参照ください。
• 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 IAM アカウント内に表示され、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
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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。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。
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
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。
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• 許可の境界 - 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。エンティティに許可の境界を
設定できます。結果として許可される範囲は、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
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、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。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、お客様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 ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。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。

AWS IoT SiteWise と IAM の連携について
AWS IoT SiteWise へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、AWS IoT SiteWise でどの IAM特
徴が使用できるかを理解しておく必要があります。
IAM 機能

AWS
IoT
SiteWise
で
サ
ポー
ト
さ
れ
る

リソースレベルのアクセス許可を持つアイデンティティベースポリシー (p. 367)

は
い

リソースベースのポリシー (p. 373)

い
い
え

アクセスコントロールリスト (ACL) (p. 373)

い
い
え
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IAM 機能

AWS
IoT
SiteWise
で
サ
ポー
ト
さ
れ
る

タグベースの承認 (p. 373)

は
い

一時的な認証情報 (p. 373)

は
い

サービスにリンクされたロール (p. 373)

は
い

サービスロール (p. 373)

は
い

AWS IoT SiteWise およびその他の AWS のサービスが IAM と連携する方法の概要を把握するには、IAM
ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」 をご参照ください。
目次
• AWS IoT SiteWise アイデンティティベースのポリシー (p. 367)
• アクション (p. 368)
• BatchPutAssetPropertyValue 認可 (p. 368)
• リソース (p. 369)
• 条件キー (p. 370)
• 例 (p. 372)
• AWS IoT SiteWise リソースベースのポリシー (p. 373)
• アクセスコントロールリスト (ACL) (p. 373)
• AWS IoT SiteWise タグに基づく認可 (p. 373)
• AWS IoT SiteWise IAM ロール (p. 373)
• AWS IoT SiteWise でのテンポラリ認証情報の使用 (p. 373)
• サービスにリンクされたロール (p. 373)
• サービスロール (p. 374)
• AWS IoT SiteWise で IAM ロールを選択 (p. 374)

AWS IoT SiteWise アイデンティティベースのポリシー
IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否されたアクションとリソースを指定で
き、さらにアクションが許可または拒否された条件を指定できます。AWS IoT SiteWise は、特定のアク
ション、リソース、および条件キーをサポートします。JSON ポリシーで使用するすべての要素について
は、IAM ユーザーガイドのIAM JSON ポリシーエレメントのリファレンスを参照してください。
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アクション
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。
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。
AWS IoT SiteWise のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックス を使用
します。iotsitewise:。 たとえば、資産資産データをアップロードする権限を誰かに付与す
るにはAWS IoT SiteWiseとBatchPutAssetPropertyValueAPI オペレーション。含めるの
はiotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue彼らの方針における行動。ポリシーステートメント
には、Action 要素または NotAction 要素のいずれかを含める必要があります。 AWS IoT SiteWise は、
このサービスで実行できるタスクを説明する独自の一連のアクションを定義します。
単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。
"Action": [
"iotsitewise:action1",
"iotsitewise:action2"
]

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe とい
う単語で始まるすべてのアクションを指定するには、以下のアクションを含めます。
"Action": "iotsitewise:Describe*"

AWS IoT SiteWise アクションのリストを表示するには、IAM ユーザーガイドの「AWS IoT SiteWise に
よって定義されたアクション」をご参照ください。

BatchPutAssetPropertyValue 認可
AWS IoT SiteWise は、変わった方法で BatchPutAssetPropertyValue アクションへのアクセスを許可しま
す。ほとんどのアクションでは、アクセス許可が付与されていない場合、アクションへのアクセスを許可
または拒否するとエラーを返します。BatchPutAssetPropertyValue を使用すると、1 つの API リク
エストで複数のデータエントリを異なるアセットおよびアセットプロパティに送信し、AWS IoT SiteWise
が各データエントリを個別に認証できます。リクエストで認証に失敗した個々のエントリについて、AWS
IoT SiteWise が返されたエラーのリストに AccessDeniedException を含めます。AWS IoT SiteWise
は、同じリクエスト内の別のエントリが失敗した場合でも、認証して成功したエントリのデータを受け取
ります。

Important
データストリームにデータを取り込む前に、次のことを行ってください。
• データストリームの識別にプロパティエイリアスを使用する場合は、time-series リソース
を認可する必要があります。
• 関連するアセットプロパティを含むアセットを識別するためにアセット ID を使用する場
合、asset リソースは認可されていなければなりません。
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リソース
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。
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。
操作のリスト化など、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、ワイルドカード (*) を
使用して、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します。
"Resource": "*"

各 IAM ポリシーステートメントは、ARN を使用して指定したリソースに適用されます。ARN には以下の
一般的な構文があります。
arn:${Partition}:${Service}:${Region}:${Account}:${ResourceType}/${ResourcePath}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS のサービスの名前空間」を参照
してください。
たとえば、ステートメントで ID a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE のアセットを指定するに
は、次の ARN を使用します。
"Resource": "arn:aws:iotsitewise:region:123456789012:asset/a1b2c3d4-5678-90abcdef-22222EXAMPLE"

特定のアカウントに属するすべてのデータストリームを指定する場合は、ワイルドカード (*) を使用しま
す。
"Resource": "arn:aws:iotsitewise:region:123456789012:time-series/*"

特定のアカウントに属するすべてのアセットを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "arn:aws:iotsitewise:region:123456789012:asset/*"

リソースの作成など、一部の AWS IoT SiteWise アクションは、特定のリソースで実行できません。この
ような場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。
"Resource": "*"

複数のリソースを単一のステートメントで指定するには、ARN をカンマで区切ります。
"Resource": [
"resource1",
"resource2"
]

AWS IoT SiteWise リソースタイプとその ARN のリストを表示するには、IAM ユーザーガイドのAWS IoT
SiteWise で定義されるリソース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、AWS IoT SiteWise で定義されるアクションを参照してください。
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条件キー
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。
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。

Important
多くの条件キーはリソースに固有のものであり、一部の API アクションでは複数のリソースを
使用します。条件キーを使用してポリシーステートメントを作成する場合は、ポリシーステー
トメントの Resource 要素で、条件キーが適用されるリソースを指定します。指定しない場
合、そのポリシーはユーザーに対してすべてのアクションの実行を禁止する可能性があります。
これは、条件キーが適用されないリソースに対して条件チェックが失敗するためです。リソー
スを指定しない場合や、ポリシーの Action 要素に複数の API アクションを含めている場合
は、...IfExists 条件タイプを使用して、条件キーが適用されないリソースに対して無視さ
れるようにする必要があります。詳細については、次を参照してください。...IfExists 条件()IAM
ユーザーガイド。
AWS IoT SiteWise は独自の条件キーを定義し、一部のグローバル条件キーの使用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」をご参照ください。

AWS IoT SiteWise 条件キー
条件キー

説明

Types

データストリームがアセットプ
iotsitewise:isAssociatedWithAssetProperty
ロパティと関連付けられている
かどうか。この条件キーを使用
して、データストリームの関連
するアセットプロパティの存在
に基づくアクセス許可を定義す
ることができます。

文字列

値の例: true
アセットの階層パス。各アセッ
iotsitewise:assetHierarchyPath
ト ID をスラッシュで区切った文
字列です。この条件キーを使用
して、アカウント内のすべての
アセットの階層のサブセットに
基づいたアクセス許可を定義し
ます。
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条件キー

説明

Types

値の例: /
a1b2c3d4-5678-90abcdef-22222EXAMPLE/
a1b2c3d4-5678-90abcdef-66666EXAMPLE
iotsitewise:propertyId

アセットプロパティの ID。この
条件キーを使用して、アセット
モデルの指定されたプロパティ
に基づいたアクセス許可を定義
します。この条件キーは、その
モデルのすべてのアセットに適
用されます。

文字列

値の例:
a1b2c3d4-5678-90abcdef-33333EXAMPLE
iotsitewise:childAssetId

別のアセットに子として関連付
けられているアセットの ID。
この条件キーを使用して、子ア
セットに基づいたアクセス許可
を定義します。親アセットに基
づいてアクセス許可を定義する
には、ポリシーステートメント
のリソースセクションを使用し
ます。

文字列

値の例:
a1b2c3d4-5678-90abcdef-66666EXAMPLE
iotsitewise:iam

アクセスポリシーを一覧表示す
る際の IAM アイデンティティ の
ARN です。この条件キーを使用
して、IAM アイデンティティの
アクセスポリシー許可を定義し
ます。

文字列、Null

値の例:
arn:aws:iam::123456789012:user/
JohnDoe
iotsitewise:propertyAlias アセットプロパティまたはデー
タストリームを識別するエイ
リアス。この条件キーを使用し
て、エイリアスに基づいてアク
セス許可を定義します。
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条件キー

説明

Types

iotsitewise:user

アクセスポリシーを一覧表示す
る際の IAM アイデンティティセ
ンターのユーザーの ID です。
この条件キーを使用して、IAM
アイデンティティセンターユー
ザーのアクセスポリシー許可を
定義します。

文字列、Null

値の例: a1b2c3d4e5a1b2c3d4-5678-90ab-cdefaaaaaEXAMPLE
iotsitewise:group

アクセスポリシーを一覧表示す
る際の IAM アイデンティティセ
ンターグループの ID です。この
条件キーを使用して、IAM アイ
デンティティセンターグループ
のアクセスポリシー許可を定義
します。

文字列、Null

値の例: a1b2c3d4e5a1b2c3d4-5678-90ab-cdefbbbbbEXAMPLE
iotsitewise:portal

アクセスポリシー内のポータル
の ID。この条件キーを使用し
て、ポータルに基づいたアクセ
スポリシー許可を定義します。

文字列、Null

値の例:
a1b2c3d4-5678-90abcdef-77777EXAMPLE
iotsitewise:project

アクセスポリシー内のプロジェ
クトの ID、またはダッシュボー
ドのプロジェクトの ID。この条
件キーを使用して、ポータルに
基づいたダッシュボードまたは
アクセスポリシー許可を定義し
ます。

文字列、Null

値の例:
a1b2c3d4-5678-90abcdef-88888EXAMPLE

どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかについては、「AWS IoT SiteWise で定義される
アクション」を参照してください。

例
AWS IoT SiteWise 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、AWS IoT SiteWise アイデン
ティティベースポリシーの例 (p. 374)を参照してください。
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AWS IoT SiteWise リソースベースのポリシー
AWS IoT SiteWise では、resource-based policies (p. 365) はサポートされていません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
AWS IoT SiteWise では、ACL (p. 365) はサポートされません。

AWS IoT SiteWise タグに基づく認可
タグを AWS IoT SiteWise リソースに添付することも、AWS IoT SiteWise へのリクエストでタ
グを渡すこともできます。タグに基づいてアクセスを制御するには、aws:ResourceTag/keyname、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。AWS IoT SiteWise リソースのタグ付けの詳細については、AWS IoT
SiteWise リソースのタグ付け (p. 413)を参照してください。
リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するための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、「タグに基づく AWS IoT SiteWise アセットの表示 (p. 377)」を参照してください。

AWS IoT SiteWise IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。

AWS IoT SiteWise でのテンポラリ認証情報の使用
テンポラリ認証情報を使用して、フェデレーションでサインイン、IAM ロールを引き受ける、またはクロ
スアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するには、AWS
STSAPI オペレーション (など)AssumeRoleまたはGetFederationToken。
AWS IoT SiteWise では、一時認証情報の使用をサポートしています。
SiteWise Monitor は、ポータルにアクセスするためのフェデレーティッドユーザーをサポートします。
ポータルユーザは自分で認証しますIAM Identity Center またはIAM 認証情報。

Important
IAM ユーザーまたはロールは、ポータルにサインインするために
iotsitewise:DescribePortal アクセス許可を持っている必要があります。
ユーザーがポータルにサインインすると、 SiteWise Monitor は、次のアクセス許可を提供するセッション
ポリシーを生成します。
• ポータルのロールがアクセスを提供するアカウントの AWS IoT SiteWise 内のアセットおよびアセット
データへの読み取り専用アクセス。
• ユーザーが管理者 (プロジェクト所有者) または読み取り専用 (プロジェクトビューワー) のアクセス権を
持つ、そのポータル内のプロジェクトへのアクセス。
フェデレーティッドユーザーのアクセス許可の詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor のサービス
ロールの使用 (p. 381)」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 サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、
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サービス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。
AWS IoT SiteWise はサービスにリンクされたロールをサポートします。AWS IoT SiteWise サービスにリ
ンクされたロールの作成または管理の詳細については、「AWS IoT SiteWise のサービスにリンクされた
ロールの使用 (p. 379)」を参照してください。

サービスロール
この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。
AWS IoT SiteWiseサービスロールを使用して許可します SiteWise ポータルユーザーを監視して、一部の
ユーザーにアクセスしてくださいAWS IoT SiteWiseユーザーに代わってリソースを提供します。詳細につ
いては、「AWS IoT SiteWise Monitor のサービスロールの使用 (p. 381)」を参照してください。
AWS IoT Events アラームモデルを AWS IoT SiteWise に作成するには、必要なアクセス許可が必要です。
詳細については、「AWS IoT Events アラームのアクセス許可設定。 (p. 388)」を参照してください。

AWS IoT SiteWise で IAM ロールを選択
を作成するときportalリソースインAWS IoT SiteWise、[] のフェデレーティッドユーザーに許可す
るロールを選択する必要があります SiteWise アクセスするにはポータルを監視してくださいAWS IoT
SiteWiseはユーザーに代わって処理します。以前に作成したサービスロールがある場合、AWS IoT
SiteWise により、選択できるロールのリストが表示されます。それ以外の場合は、ポータルの作成時に
必要なアクセス許可を持つロールを作成できます。アセットとアセットデータへのアクセスを許可する
ロールを選択することが重要です。詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor のサービスロールの使
用 (p. 381)」を参照してください。

AWS IoT SiteWise アイデンティティベースポリシー
の例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、AWS IoT SiteWise 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 や AWS CLI、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、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API
オペレーションを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。
続いて、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。
これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM の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「JSON タブでのポリシーの作成」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. 374)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用する (p. 375)
ユーザー自身のアクセス許可を表示することをユーザーに許可する (p. 375)
ユーザーが 1 つの階層でアセットにデータを取り込むことを許可する (p. 376)

• タグに基づく AWS IoT SiteWise アセットの表示 (p. 377)

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で誰かが AWS IoT SiteWise 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
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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
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、次を参照してください。IAM JSON ポリシーの要素: Condition()IAM
ユーザーガイド。
• 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 – 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。

AWS IoT SiteWise コンソールを使用する
AWS IoT SiteWise コンソールにアクセスするには、最小限の許可が必要です。これらの許可によ
り、AWS アカウントの AWS IoT SiteWise リソースに関する詳細を一覧表示および表示できるようにする
必要があります。最小限必要なアクセス許可よりも制限されたアイデンティティベースポリシーを作成す
ると、そのポリシーをアタッチしたエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に対してはコンソールが意
図したとおりに機能しません。
これらのエンティティがAWS IoT SiteWiseコンソール、添付AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccessそれらの
エンティティにポリシーを管理するか、それらのエンティティに同等の権限を定義します。詳細について
は、IAM ユーザーガイド の「ユーザーへのアクセス許可の追加」を参照してください。
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アクセス許可を付与する必
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。

ユーザー自身のアクセス許可を表示すること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。
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{

}

"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": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

ユーザーが 1 つの階層でアセットにデータを取り込むことを許可
する
この例では、ルートアセット a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE から開始
して、特定のアセット階層内のすべてのアセットプロパティにデータを書き込むアクセ
ス権を、AWS アカウントの IAM ユーザーに付与します。このポリシーでは、ユーザーに
iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue アクセス許可を付与します。このポリシー
は、iotsitewise:assetHierarchyPath 条件キーを使用して、階層パスがアセットまたはその子孫と
一致するアセットへのアクセスを制限します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PutAssetPropertyValuesForHierarchy",
"Effect": "Allow",
"Action": "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
"Resource": "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset/*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iotsitewise:assetHierarchyPath": [
"/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
"/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE/*"
]
}
}
}
]
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タグに基づく AWS IoT SiteWise アセットの表示
アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて AWS IoT SiteWise リソースへの
アクセスをコントロールできます。この例では、アセットを表示できるポリシーを作成する方法を示しま
す。ただし、アクセス許可は、アセットタグ Owner にそのユーザーのユーザー名の値がある場合のみ、付
与されます。このポリシーでは、このアクションをコンソールで実行するために必要なアクセス許可も付
与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListAllAssets",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotsitewise:ListAssets",
"iotsitewise:ListAssociatedAssets"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "DescribeAssetIfOwner",
"Effect": "Allow",
"Action": "iotsitewise:DescribeAsset",
"Resource": "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
}
}
}
]

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーに添付できます。richard-roe という名前のユーザー
が AWS IoT SiteWise アセットを表示しようとする場合、アセットには Owner=richard-roe または
owner=richard-roe のタグを付ける必要があります。それ以外の場合、アクセスは拒否されます。条件
キー名では大文字と小文字が区別されないため、条件タグキー Owner は Owner と owner の両方に一致
します。詳細については、次を参照してください。IAM JSON ポリシーの要素: Condition()IAM ユーザーガ
イド。

AWS IoT SiteWise の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、およびロールにアクセス許可を追加する場合、自分でポリシーを書くよりも、AWS
マネージドポリシーを使用する方が簡単だと思われるかもしれません。チームに必要な許可のみを提供す
る IAM カスタマーマネージドポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。より早くスタートす
るためには、当社の AWS マネージドポリシーをご利用ください。これらのポリシーは、一般的なユース
ケースをターゲット範囲に含めており、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳
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」を参照してください。
AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーからの許可を削除しな
いため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
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さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへの
読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加され
た演算とリソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリスト付き説明につ
いては、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の[AWS managed policies for job functions] (ジョブ関数
のマネージドポリシー) を参照してください。

AWS管理ポリシー: AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess
AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess AWS マネージドポリシーを使用して、AWS IoT SiteWise への読み
取り専用アクセスを許可します。
AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。
サービスレベルのアクセス許可
このポリシーは AWS IoT SiteWise への読み取り専用アクセスを提供します。このポリシーには、他の
サービス権限は含まれていません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotsitewise:Describe*",
"iotsitewise:List*",
"iotsitewise:BatchGet*",
"iotsitewise:Get*"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS IoT SiteWise マネージドポリシーの AWS 更新
AWS のマネージドポリシーの AWS IoT SiteWise への更新について、本サービスが追跡を開始した時点
から詳細を表示することができます。このページの変更に関する自動通知については、AWS IoT SiteWise
[Document history] (ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをサブスクライブしてください。
変更

説明

日付

AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess (p.
AWS
378)
IoT SiteWise新しいポリ
– 既存ポリシーへの更新。
シープレフィックスを追加しま
した。BatchGet*これにより、
バッチ読み取り操作を実行でき
ます。

2022 年 9 月 16 日

AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess (p.
AWS
378)
IoT SiteWise は、AWS IoT
- 新しいポリシー
SiteWise に対して読み取り専用
アクセスを許可する新しいポリ
シーを追加した。

2021 年 11 月 24 日

AWS IoT SiteWise は変更の追跡
を開始しました

2021 年 11 月 24 日

AWS IoT SiteWise が AWS マ
ネージドポリシーの変更の追跡
を開始しました。
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AWS IoT SiteWise のサービスにリンクされたロール
の使用
AWS IoT SiteWise は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスリンクロールを使用します。
サービスにリンクされたロールは、AWS IoT SiteWise に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールで
す。サービスにリンクされたロールは、AWS IoT SiteWise による事前定義済みのロールであり、ユーザー
に代わってサービスから他の AWS のサービスを呼び出すために必要なすべての許可を備えています。
サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、AWS IoT SiteWise の設定が簡単になります。AWS IoT SiteWise はサービスにリンクされたロールの
アクセス許可を定義し、別途定義されている場合を除き、AWS IoT SiteWise のみがそのロールを引き受け
ることができます。定義された許可には信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれ、その許可ポリシーを他の
IAM エンティティにアタッチすることはできません。
サービスにリンクされたロールは、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。これによ
り、リソースへの意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、AWS IoT SiteWise リソース
は保護されます。
サービス連携ロール) をサポートする他のサービスについては、[AWS services that work with IAM] (IAMと
連携するサービス) を参照し、[Service-Linked Role] (サービス連携ロール) の欄に[Yes] (はい) と表示され
ているサービスを探してください。そのサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュメント
を表示するには、リンクが設定されている [Yes] (はい) を選択します。

AWS IoT SiteWise のサービスにリンクされたロールの許可
AWS IoT SiteWiseでは、[] と呼ばれるサービスにリンクされたロールを使用しま
すAWSServiceRoleForIoTSiteWise。AWS IoT SiteWiseこのサービスにリンクされたロールを使用して
ゲートウェイをデプロイします（ゲートウェイはAWS IoT Greengrass) をクリックし、ロギングを実行し
ます。
AWSServiceRoleForIoTSiteWise サービスにリンクされたロールは、ロールの引き受けについて以下
のサービスを信頼します。
• iotsitewise.amazonaws.com
AWSServiceRoleForIoTSiteWise ロールは、次のアクセス許可で
AWSServiceRoleForIoTSiteWise ポリシーを使用します。このポリシーではAWS IoT Greengrassにロ
グを書き込むにはiotsitewiseアマゾンのグループ CloudWatch ログ。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"greengrass:GetAssociatedRole",
"greengrass:GetCoreDefinition",
"greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
"greengrass:GetGroup",
"greengrass:GetGroupVersion"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
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},
{

}

]

}

"logs:DescribeLogGroups"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*:log-stream:*"

ログは、ゲートウェイのモニタリングとトラブルシューティングに使用できます。詳細については、
「ゲートウェイログのモニタリング (p. 406)」を参照してください。
IAM エンティティ (ユーザ、グループ、ロールなど) にサービスリンクロールの作成、編集、削除を許可す
るには、まずアクセス許可を設定します。詳細については、IAM ユーザーガイド の「サービスリンクロー
ルのアクセス許可」を参照してください。

AWS IoT SiteWise のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS IoT SiteWise コンソールで何ら
かの操作を実行すると、AWS IoT SiteWise がサービス連動ロールを作成します。
このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカ
ウントにロールを再作成できます。AWS IoT SiteWise コンソールで何らかの操作を行うと、AWS IoT
SiteWise が再びサービス連携ロールを作成します。
IAM コンソールまたは API を使用して、AWS IoT SiteWise に対してサービスにリンクされたロールを作
成することもできます。
• IAM コンソールでこれを行うには、AWSServiceRoleForIoTSiteWiseとの信頼関係とポリ
シーiotsitewise.amazonaws.com。
• AWS CLI または IAM API を使用してこれを行うには、arn:aws:iam::aws:policy/aws-servicerole/AWSServiceRoleForIoTSiteWise ポリシーと iotsitewise.amazonaws.com との信頼関
係でロールを作成します。
詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロールの作成」を参照してください。
このサービスにリンクされたロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一度ロールを作
成できます。

のサービスにリンクされたロールの編集AWS IoT SiteWise
AWS IoT SiteWiseは編集できません AWSServiceRoleForIoTSiteWise 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を作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性が
あるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできま
す。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの編集」を参照してください。

AWS IoT SiteWise のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。これにより、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされた
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り、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクさ
れたロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

Note
リソースを削除する際に、AWS IoT SiteWise のサービスでロールが使用されている場合、削除は
失敗することがあります。その場合は、数分待ってから再試行してください。

を削除するにはAWS IoT SiteWiseで使用されているリソース AWSServiceRoleForIoTSiteWise
1.

AWS IoT SiteWise のログ記録を無効にします。詳細については、「ログ記録レベルの変更 (コンソー
ル) (p. 405)」または「ログ記録レベルの変更 (CLI) (p. 406)」を参照してください。

2.

アクティブなゲートウェイをすべて削除します。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには
IAM コンソールを使用して、AWS CLI、またはAWSを削除する API AWSServiceRoleForIoTSiteWise サー
ビスにリンクされたロール。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロー
ルの削除」を参照してください。

AWS IoT SiteWise のサービスにリンクされたロールをサポート
するリージョン
AWS IoT SiteWise では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロー
ルの使用をサポートしています。詳細については、「AWS IoT SiteWise エンドポイントとクォータ」を参
照してください。

AWS IoT SiteWise Monitor のサービスロールの使用
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。
フェデレーティッドを許可するには SiteWise ポータルユーザーを監視してアクセスするAWS IoT
SiteWiseそしてAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)リソースの場合、作成する
各ポータルにサービスロールをアタッチする必要があります。サービスロールには以下を指定する必要が
あります SiteWise 信頼されたエンティティとして監視し、AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess管理ポ
リシーまたは定義同等のアクセス許可 (p. 382)。この方針は以下によって維持されますAWSそして、次
のような権限のセットを定義します SiteWise ユーザーを監視してアクセスするAWS IoT SiteWise および
IAM Identity Centerリソースの料金を見積もることができます。
を作成するとき SiteWise ポータルを監視するには、そのポータルのユーザーが [] (ポータル) にアクセスを
許可するロールを選択する必要がありますAWS IoT SiteWiseおよび IAM Identity Centerリソースの料金を
見積もることができます。このロールは、AWS IoT SiteWise コンソールで作成および設定できます。ロー
ルは IAM で後から編集できます。ポータルユーザーは、自分のポータルを使用する際に問題が発生します
SiteWise ロールから必要なアクセス許可を削除したり、ロールを削除したりした場合は、ポータルを監視
します。

Note
2020 年 4 月 29 日より前に作成されたポータルでは、サービスロールは必須ではありませんでし
た。この日付より前に作成されたポータルを引き続き使用する場合は、サービスロールをアタッ
チする必要があります。これを行うには、[AWS IoT SiteWise console] (コンソール) で[Portals]
(ポータル) ページに移動し、[Migrate all portals to use IAM roles] (すべてのポータルでIAMロール
を使用できるように移行する) を選択します。
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以下のセクションでは、「」を作成および管理する方法について説明します。 SiteWise での監視サービス
ロールAWS Management ConsoleまたはAWS Command Line Interface。
目次
• のサービスロールのアクセス許可 SiteWise 監視 (p. 382)
• の管理 SiteWise サービスロールの監視 (コンソール) (p. 384)
• ポータルのサービスロールの確認 (コンソール) (p. 384)
• の作成 SiteWise 監視サービスロール (AWS IoT SiteWiseコンソール) (p. 384)
• の作成 SiteWise サービスロールの監視 (IAM コンソール) (p. 385)
• ポータルのサービスロールの変更 (コンソール) (p. 385)
• の管理 SiteWise サービスロールの監視 (CLI) (p. 385)
• ポータルのサービスロールの確認 (CLI) (p. 386)
• の作成 SiteWise サービスロールの監視 (CLI) (p. 386)
• SiteWise 更新を監視する AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRole (p. 387)

のサービスロールのアクセス許可 SiteWise 監視
ポータルの作成時に、AWS IoT SiteWise では名前が AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRole で始まるロール
を作成できます。このロールはフェデレーションを許可します SiteWise ユーザーを監視して、ポータルの
設定、アセット、アセットデータと IAM アイデンティティセンターの設定。
このロールは、その前提として以下のサービスを信頼します。
• monitor.iotsitewise.amazonaws.com
ロールは以下のアクセス権限ポリシーを使用します。AWSIoTSiteWiseMonitorServicePortalPolicy,
許可する SiteWise ユーザーを監視して、アカウント内のリソースに対するアクションを完了させま
す。AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess 管理ポリシーでは、同等のアクセス許可が定義されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotsitewise:DescribePortal",
"iotsitewise:CreateProject",
"iotsitewise:DescribeProject",
"iotsitewise:UpdateProject",
"iotsitewise:DeleteProject",
"iotsitewise:ListProjects",
"iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
"iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
"iotsitewise:ListProjectAssets",
"iotsitewise:CreateDashboard",
"iotsitewise:DescribeDashboard",
"iotsitewise:UpdateDashboard",
"iotsitewise:DeleteDashboard",
"iotsitewise:ListDashboards",
"iotsitewise:CreateAccessPolicy",
"iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
"iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
"iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
"iotsitewise:ListAccessPolicies",
"iotsitewise:DescribeAsset",
"iotsitewise:ListAssets",
"iotsitewise:ListAssociatedAssets",
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"iotsitewise:DescribeAssetProperty",
"iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
"iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
"iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
"iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
"iotsitewise:ListAssetRelationships",
"iotsitewise:DescribeAssetModel",
"iotsitewise:ListAssetModels",
"iotsitewise:UpdateAssetModel",
"iotsitewise:UpdateAssetModelPropertyRouting",
"sso-directory:DescribeUsers",
"sso-directory:DescribeUser",
"iotevents:DescribeAlarmModel",
"iotevents:ListTagsForResource"

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotevents:BatchAcknowledgeAlarm",
"iotevents:BatchSnoozeAlarm",
"iotevents:BatchEnableAlarm",
"iotevents:BatchDisableAlarm"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"iotevents:keyValue": "false"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotevents:CreateAlarmModel",
"iotevents:TagResource"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"aws:RequestTag/iotsitewisemonitor": "false"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotevents:UpdateAlarmModel",
"iotevents:DeleteAlarmModel"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"aws:ResourceTag/iotsitewisemonitor": "false"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
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]

}

}

}

}

"iam:PassedToService": [
"iotevents.amazonaws.com"
]

アラームに必要なアクセス許可の詳細については、AWS IoT Events アラームのアクセス許可設
定。 (p. 388) を参照してください。
ポータルユーザーがログインすると、 SiteWise モニターが作成セッションポリシーサービスロールとその
ユーザーのアクセスポリシーの交点に基づきます。アクセスポリシーによって、ポータルおよびプロジェ
クトへの アイデンティティのアクセスレベルが定義されます。ポータル許可とアクセスポリシーの詳細
については、「」を参照してくださいの管理 SiteWise モニタリングポータルのモニタリング (p. 305)そし
てCreateAccessPolicy。

の管理 SiteWise サービスロールの監視 (コンソール)
以下を使用できます。AWS IoT SiteWise簡単に管理できるコンソール SiteWise ポータルのサービスロー
ルを監視します。ポータルの作成時に、このコンソールはそのポータルにアタッチできる既存のロールが
あるかどうかを確認します。アタッチされていない場合、コンソールによるサービスロールの作成および
設定が可能です。詳細については、「ポータルの作成 (p. 293)」を参照してください。
トピック
• ポータルのサービスロールの確認 (コンソール) (p. 384)
• の作成 SiteWise 監視サービスロール (AWS IoT SiteWiseコンソール) (p. 384)
• の作成 SiteWise サービスロールの監視 (IAM コンソール) (p. 385)
• ポータルのサービスロールの変更 (コンソール) (p. 385)

ポータルのサービスロールの確認 (コンソール)
以下の手順を使用して、にアタッチされているサービスロールを探します SiteWise ポータルを監視しま
す。

ポータルのサービスロールを確認するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

左のナビゲーションペインで、[ポータル] を選択します。

3.

サービスロールを確認するポータルを選択します。
ポータルにアタッチされているロールが [アクセス許可]、[サービスロール] で表示されます。

の作成 SiteWise 監視サービスロール (AWS IoT SiteWiseコンソール)
を作成するとき SiteWise ポータルを監視します。ポータル用のサービスロールを作成することができま
す。詳細については、「ポータルの作成 (p. 293)」を参照してください。
AWS IoT SiteWise コンソールで既存のポータルにサービスロールを作成することも可能です。これは、
ポータルの既存のサービスロールを置き換えるものです。

既存のポータルのサービスロールを作成するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。
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2.

ナビゲーションペインで、[Portals (ポータル) ] を選択します。

3.

新しいサービスロールを作成するポータルを選択します。

4.

[Portal details (ポータルの詳細) ] で、[編集] を選択します。

5.

[アクセス許可] で、リストから [Create and use a new service role (新しいサービスロールを作成およ
び使用) ] を選択します。

6.

新しいロールの名前を入力します。

7.

[Save] (保存) を選択します。

の作成 SiteWise サービスロールの監視 (IAM コンソール)
IAM コンソールのサービスロールテンプレートから、サービスロールを作成することができます。この
ロールテンプレートにはAWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess管理ポリシーと指定 SiteWise 信頼されたエ
ンティティとして監視します。

ポータルサービスロールテンプレートからサービスロールを作成するステップ。
1.

[IAM console] (IAM コンソール) に入ります。

2.

ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。

3.

[ロールの作成] を選択します。

4.

In (イン)ユースケースを選択してください、選択してくださいIoT SiteWise。

5.

[Select your use case] (ユースケースの選択) で、IoT SiteWise Monitor - Portal を選択します。

6.

[Next: (次へ:)] を選択します アクセス許可.

7.

[Next: (次へ:)] を選択します タグ

8.

[Next: (次へ:)] を選択します 確認.

9.

新しいサービスロールの[Role name] (ロール名) を入力します。

10. [ロールの作成] を選択します。

ポータルのサービスロールの変更 (コンソール)
次の手順に従って、別のものを選択します。 SiteWise ポータルのサービスロールを監視します。

ポータルのサービスロールを変更するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで、[Portals (ポータル) ] を選択します。

3.

サービスロールを変更するポータルを選択します。

4.

[Portal details (ポータルの詳細) ] で、[編集] を選択します。

5.

[アクセス許可] で、[Use an existing role (既存のロールを使用) ] を選択します。

6.

そのポータルにアタッチする既存のロールを選択します。

7.

[Save] (保存) を選択します。

の管理 SiteWise サービスロールの監視 (CLI)
AWS CLI は、以下のポータルのサービスロール管理タスクに使用できます。
トピック
• ポータルのサービスロールの確認 (CLI) (p. 386)
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• の作成 SiteWise サービスロールの監視 (CLI) (p. 386)

ポータルのサービスロールの確認 (CLI)
にアタッチされているサービスロールを確認するには SiteWise ポータルを監視し、次のコマンドを実行し
て現在のリージョンのすべてのポータルを一覧表示します。
aws iotsitewise list-portals

このオペレーションは、ポータルの概要を含むレスポンスを次の形式で返します。
{

}

"portalSummaries": [
{
"id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
"name": "WindFarmPortal",
"description": "A portal that contains wind farm projects for Example Corp.",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/role-name",
"startUrl": "https://a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE.app.iotsitewise.aws",
"creationDate": "2020-02-04T23:01:52.90248068Z",
"lastUpdateDate": "2020-02-04T23:01:52.90248078Z"
}
]

を使用することもできますDescribePortalポータルのIDがわかっている場合は、操作してポータルの役割を
検索します。

の作成 SiteWise サービスロールの監視 (CLI)
次の手順に従って新しいを作成します SiteWise サービスロールを監視します。

を作成するには SiteWise モニタリングサービスのロール
1.

許可する信頼ポリシーを持つロールを作成する SiteWise ロールを引き受けるために監視します。この
例では、JSON 文字列に保存された信頼ポリシーから MySiteWiseMonitorPortalRole という名
前のロールを作成します。
Linux, macOS, or Unix
aws iam create-role --role-name MySiteWiseMonitorPortalRole --assume-role-policydocument '{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "monitor.iotsitewise.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}'

Windows command prompt
aws iam create-role --role-name MySiteWiseMonitorPortalRole --assume-role-policydocument "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",
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\"Principal\":{\"Service\":\"monitor.iotsitewise.amazonaws.com\"},\"Action\":
\"sts:AssumeRole\"}]}"

2.

出力のロールメタデータからロールの ARN をコピーします。ポータルの作成時に、この ARN を使用
してロールとポータルを関連付けます。ポータルの作成に関する詳細については、CreatePortal()AWS
IoT SiteWiseAPI リファレンス。

3.

AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess ポリシーをロールにアタッチするか、同等のアクセス許
可を定義するポリシーをアタッチします。
aws iam attach-role-policy --role-name MySiteWiseMonitorPortalRole --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess

既存のポータルにサービスロールをアタッチするには
1.

ポータルの既存の詳細を取得するには、次のコマンドを実行します。portal-id をポータルの ID で
置き換えてください。
aws iotsitewise describe-portal --portal-id portal-id

このオペレーションは、ポータルの詳細を含むレスポンスを次の形式で返します。
{

"portalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
"portalArn": "arn:aws:iotsitewise:region:account-id:portal/a1b2c3d4-5678-90ab-cdefaaaaaEXAMPLE",
"portalName": "WindFarmPortal",
"portalDescription": "A portal that contains wind farm projects for Example Corp.",
"portalClientId": "E-1a2b3c4d5e6f_sn6tbqHVzLWVEXAMPLE",
"portalStartUrl": "https://a1b2c3d4-5678-90ab-cdefaaaaaEXAMPLE.app.iotsitewise.aws",
"portalContactEmail": "support@example.com",
"portalStatus": {
"state": "ACTIVE"
},
"portalCreationDate": "2020-04-29T23:01:52.90248068Z",
"portalLastUpdateDate": "2020-04-29T00:28:26.103548287Z",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRole_1aEXAMPLE"
}

2.

サービスロールをポータルにアタッチするには、次のコマンドを実行します。role-arn をサービス
ロールの ARN で置き換え、その他のパラメータをポータルの既存の値で置き換えてください。
aws iotsitewise update-portal \
--portal-id portal-id \
--role-arn role-arn \
--portal-name portal-name \
--portal-description portal-description \
--portal-contact-email portal-contact-email

SiteWise 更新を監視する AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRole
更新に関する詳細は次のURLで確認できますAWSIoTSiteWiseMonitorServiceRoleにとって SiteWise 本
サービスが追跡を開始した時点から監視します。このページの変更に関する自動通知については、AWS
IoT SiteWise [Document history] (ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをサブスクライブしてくだ
さい。
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変更

説明

日付

AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess
AWS
(p. IoT
382)—
SiteWiseの更
2021 年 5 月 27 日
ポリシーの更新
新AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccessア
ラーム機能の管理ポリシー。
AWS IoT SiteWise は変更の追跡
を開始しました

AWS IoT SiteWiseサービスロー
ルの変更の追跡を開始しまし
た。

2020 年 12 月 15 日

AWS IoT Events アラームのアクセス許可設定。
AWS IoT Events アラームモデルを使用して AWS IoT SiteWise アセットプロパティをモニタリングする場
合、次の IAM アクセス許可が必要です。
• AWS IoT Events が AWS IoT SiteWise にデータを送信するための AWS IoT Events サービスの役割。
詳細については、[AWS IoT Events Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Identity and access
management for AWS IoT Events] (アイデンティティとアクセス管理) を参照してください。
• 次の AWS IoT SiteWise アクションのアクセス許可が必要です:
iotsitewise:DescribeAssetModel、iotsitewise:UpdateAssetModelPropertyRouting で
す。これらのアクセス許可により、AWS IoT SiteWise は AWS IoT Events のアラームモデルにアセット
プロパティ値を送信することができます。
詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の[Resource-based policies] (リソースベースポ
リシー) を参照してください。

必要なアクセス許可 (API アクション)。
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。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。
AWS IoT Events のアラームモデルを定義する前に、AWS IoT SiteWise がアセットプロパティ値をアラー
ムモデルに送信することを許可する次のアクセス許可を付与する必要があります。
• iotsitewise:DescribeAssetModel - アセットプロパティが存在するかどうかを AWS IoT Events
が確認できるようにします。
• iotsitewise:UpdateAssetModelPropertyRouting - AWS IoT SiteWise が AWS IoT Events に
データを送信するためのサブスクリプションを AWS IoT SiteWise が自動的に作成できるようにする。
AWS IoT SiteWise がサポートするアクションの詳細については、[Service Authorization Reference] (サー
ビス認可リファレンス) の[Actions defined by AWS IoT SiteWise] (定義するアクション) を参照してくださ
い。

Example アクセス許可ポリシー 1 の例。
次のポリシーは、AWS IoT SiteWise がアセットのプロパティ値を任意の AWS IoT Events アラームモデル
に送信することを許可します。
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotevents:CreateAlarmModel",
"iotevents:UpdateAlarmModel"
],
"Resource": "arn:aws:iotevents:us-east-1:123456789012:alarmModel/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotsitewise:DescribeAssetModel",
"iotsitewise:UpdateAssetModelPropertyRouting"
],
"Resource": "arn:aws:iotsitewise:us-east-1:123456789012:asset-model/*"
}
]

Example アクセス許可ポリシー 2 の例。
次のポリシーは、AWS IoT SiteWise が指定されたアセットプロパティの値を、指定された AWS IoT
Events アラームモデルに送信することを許可するものです。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotevents:CreateAlarmModel",
"iotevents:UpdateAlarmModel"
],
"Resource": "arn:aws:iotevents:us-east-1:123456789012:alarmModel/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotsitewise:DescribeAssetModel"
],
"Resource": "arn:aws:iotsitewise:us-east-1:123456789012:asset-model/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotsitewise:UpdateAssetModelPropertyRouting"
],
"Resource": [
"arn:aws:iotsitewise:us-east-1:123456789012:asset-model/12345678-90abcdef-1234-567890abcdef"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"iotsitewise:propertyId": "abcdef12-3456-7890-abcd-ef1234567890",
"iotevents:alarmModelArn": "arn:aws:iotevents:useast-1:123456789012:alarmModel/MyAlarmModel"
}
}
}
]
}
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(オプション) ListInputRoutings 許可
アセットモデルを更新または削除すると、AWS IoT SiteWise は AWS IoT Events のアラームモ
デルがこのアセットモデルに関連するアセットプロパティをモニタリングしているかどうかを
チェックすることができます。これにより、AWS IoT Events アラームが現在使用しているアセッ
トプロパティを削除することができなくなります。AWS IoT SiteWise でこの特徴を有効にするに
は、iotevents:ListInputRoutings アクセス許可が必要です。この権限によりAWS IoT SiteWiseへ
の呼び出しを行うにはListInputRoutingsでサポートされている API オペレーションAWS IoT Events。

Note
ListInputRoutings 許可の追加を強く推奨します。

Example アクセス許可ポリシーの例。
次のポリシーで、アセットモデルの更新や削除、ListInputRoutings API を AWS IoT SiteWise で使用
することができます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotsitewise:UpdateAssetModel",
"iotsitewise:DeleteAssetModel",
"iotevents:ListInputRoutings"
],
"Resource": "arn:aws:iotsitewise:us-east-1:123456789012:asset-model/*"
}
]

必要なアクセス許可 SiteWise 監視
でアラーム機能を使用する場合は SiteWise 監視ポータル、更新する必要がありますSiteWise モニタリン
グサービスのロール (p. 381)以下のポリシーを使用します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotsitewise:DescribePortal",
"iotsitewise:CreateProject",
"iotsitewise:DescribeProject",
"iotsitewise:UpdateProject",
"iotsitewise:DeleteProject",
"iotsitewise:ListProjects",
"iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
"iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
"iotsitewise:ListProjectAssets",
"iotsitewise:CreateDashboard",
"iotsitewise:DescribeDashboard",
"iotsitewise:UpdateDashboard",
"iotsitewise:DeleteDashboard",
"iotsitewise:ListDashboards",
"iotsitewise:CreateAccessPolicy",
"iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
"iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
"iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
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"iotsitewise:ListAccessPolicies",
"iotsitewise:DescribeAsset",
"iotsitewise:ListAssets",
"iotsitewise:ListAssociatedAssets",
"iotsitewise:DescribeAssetProperty",
"iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
"iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
"iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
"iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
"iotsitewise:ListAssetRelationships",
"iotsitewise:DescribeAssetModel",
"iotsitewise:ListAssetModels",
"iotsitewise:UpdateAssetModel",
"iotsitewise:UpdateAssetModelPropertyRouting",
"sso-directory:DescribeUsers",
"sso-directory:DescribeUser",
"iotevents:DescribeAlarmModel",
"iotevents:ListTagsForResource"

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotevents:BatchAcknowledgeAlarm",
"iotevents:BatchSnoozeAlarm",
"iotevents:BatchEnableAlarm",
"iotevents:BatchDisableAlarm"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"iotevents:keyValue": "false"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotevents:CreateAlarmModel",
"iotevents:TagResource"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"aws:RequestTag/iotsitewisemonitor": "false"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotevents:UpdateAlarmModel",
"iotevents:DeleteAlarmModel"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"aws:ResourceTag/iotsitewisemonitor": "false"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
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}

]

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"iotevents.amazonaws.com"
]
}
}

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能
性があります。呼び出し元サービスが操作され、それ自身のアクセス許可を使用して、本来アクセス許可
が付与されるべきではない方法で別の顧客のリソースに対して働きかけることがあります。これを防ぐた
め、AWS では、アカウント内のリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルですべての
サービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。
リソースポリシーで aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキストキー
を使用して、AWS IoT SiteWise が別のサービスに付与する許可をそのリソースに制限することをお勧め
します。aws:SourceArn 値が、Amazon S3 バケットの Amazon リソースネーム (ARN) などのアカウン
ト ID が含まれていない場合、アクセス許可を制限するため、両方のグローバル条件コンテキストキーを
使用する必要があります。同じポリシーステートメントでこれらのグローバル条件コンテキストキーの両
方を使用し、アカウント ID にaws:SourceArn の値が含まれていない場合、aws:SourceAccount 値と
aws:SourceArn 値の中のアカウントには、同じアカウント ID を使用する必要があります。クロスサー
ビスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用します。クロスサー
ビスが使用できるように、アカウント内の任意のリソースを関連づけたい場合は、aws:SourceAccount
を使用します。
の価値aws:SourceArnを指定してくださいAWS IoT SiteWiseに関連付けられている顧客リソー
スsts:AssumeRoleをリクエストします。
混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定
しながら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソー
スの ARN 全体が不明または複数のリソースを指定する場合、ARN の未知部分にワイルド
カード (*) が付いた aws:SourceArn グローバルコンテキスト条件キー を使用します。例:
arn:aws:servicename:*:123456789012:*。
次の例では、AWS IoT SiteWise で aws:SourceArn および aws:SourceAccount グローバル条件コンテ
キストキーを使用して、混乱した代理問題を回避する方法を示します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "iotsitewise.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": [
"arn:aws:iotsitewise:::ResourceName/*"
],
"Condition": {
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}

}

}

"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:iotsitewise:*:123456789012:*"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
}

AWS IoT SiteWise アイデンティティとアクセスに関
するトラブルシューティング
次の情報は、AWS IoT SiteWise 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
に役立ちます。
トピック
• AWS IoT SiteWise でアクションを実行する権限がない (p. 393)
• iam: を実行する権限がないPassRole (p. 393)
• アクセスキーを表示したい (p. 394)
• 管理者として AWS IoT SiteWise へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 394)
• AWS アカウント以外の人が私の AWS IoT SiteWise リソースにアクセスできるようにした
い (p. 394)

AWS IoT SiteWise でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行する認可がないと通知された場合、管理者に問い合わ
せ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワードを発行した人
です。
次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用してアセットの詳細を表示する際
に、iotsitewise:DescribeAsset アクセス許可を持っていない場合に発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
iotsitewise:DescribeAsset on resource: a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE

この場合、Mateo は管理者に依頼し、iotsitewise:DescribeAsset アクションを使用して ID が
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE であるアセットリソースにアクセスできるようにポリ
シーを更新してもらいます。

iam: を実行する権限がない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
AWS IoT SiteWise にロールを渡すことができ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や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できます。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、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS IoT SiteWise 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
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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。

アクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。
アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。

Important
正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。
アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、IAM ユーザーガイドの「アクセス
キーの管理」を参照してください。

管理者として AWS IoT SiteWise へのアクセスを他のユーザーに
許可したい
AWS IoT SiteWise へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリ
ケーションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、このエ
ンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、AWS IoT SiteWise の適切なアクセス許
可を付与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります。
すぐに開始するには、IAM ユーザーガイドの「IAM が委任した最初のユーザーおよびグループの作成」を
参照してください。

AWS アカウント以外の人が私の AWS IoT SiteWise リソースに
アクセスできるようにしたい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセス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、以下をご参照ください。
• AWS IoT SiteWise がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、AWS IoT SiteWise と
IAM の連携について (p. 366) をご参照ください。
• 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。
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• 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」をご参照ください。

AWS IoT SiteWise のコンプライアンス検証
AWS IoT SiteWise は AWS コンプライアンスプログラムの対象範囲外です。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の 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。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact でレポートをダウンロードする」を参照してください。
AWS IoT SiteWise を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザー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
に役立つ次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 クイックリファレンスガイド – 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ホワイトペーパーのアーキテクチャの設計 - このホワイト
ペーパーでは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明し
ます。
• AWS 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「Evaluating resources with rules」(ルールによるリソースの評
価) - AWS Config サービスは、リソース設定が社内の慣行、業界のガイドライン、および規制にどの程
度準拠しているかを評価します。
• AWS Security Hub：この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示してお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。
• [Ten security golden rules for Industrial IoT solutions] (産業用 IoT ソリューションにおける10のセキュリ
ティ黄金律) - このブログ記事では、産業用制御システム (ICS) 、産業用 IoT (IIoT) 、およびクラウド環
境のセキュリティに役立つ 10 の黄金律を紹介します。
• [Security Best Practices for Manufacturing OT] (製造業向けオペレーショナルテクノロジーのセキュリ
ティベストプラクティス) - このホワイトペーパーでは、AWS クラウド向けのオンプレミスハイブリッ
ド製造ワークロードを設計、デプロイ、構築するためのセキュリティベストプラクティスを説明しま
す。

AWS IoT SiteWise での耐障害性
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Connect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
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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が高く、フォールトトレラントで、スケーラブル
です。
AWS IoT SiteWiseフルマネージド型で、可用性と耐久性に優れているAWSAmazon S3 や Amazon EC2 な
どのサービス。アベイラビリティーゾーンが中断した場合でもアベイラビリティを確保するには、AWS
IoT SiteWise複数のアベイラビリティーゾーンで動作します。
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。
AWS IoT SiteWise 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。
• MQTT メッセージを使用して AWS IoT Core にプロパティ値の更新をパブリッシュし、そのデータ
に基づいて動作するようにルールを設定できます。この機能を使用すると、Amazon S3 や Amazon
DynamoDB など他の AWS サービスのデータをバックアップできます 。詳細については、その他の
AWS のサービスの操作 (p. 323) および アセットプロパティ通知を使用してデータを Amazon S3 にエク
スポートする (p. 328) を参照してください。
• AWS IoT SiteWise Get* API を使用して、履歴アセットプロパティデータを取得およびバックアップで
きます。詳細については、「履歴アセットプロパティ値をクエリする (p. 319)」を参照してください。
• AWS IoT SiteWise Describe* API を使用して、アセットやモデルなどのリソースの定義を取得できま
す。これらの定義をバックアップし、後でそれらを使用してリソースを再作成できます。詳細について
は、AWS IoT SiteWise API リファレンスを参照してください。

AWS IoT SiteWise でのインフラストラクチャセ
キュリティ
マネージドサービスとして、AWS IoT SiteWiseによって保護されていますAWS「」で説明されているグ
ローバルネットワークセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイト
ペーパー。
AWS の発行済み API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS IoT SiteWise にアクセスします。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。
AWS IoT Greengrass で実行される AWS IoT SiteWise ゲートウェイでは、X.509 証明書と暗号化
キーを使用して、AWS クラウドへの接続と認証を行います。詳細については、[AWS IoT Greengrass
Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Device authentication and authorization for AWS IoT
Greengrass] (端末認証および認可) を参照してください。

AWS IoT SiteWise での構成と脆弱性の分析
IoT フリートは、多様な機能を持ち、存続期間が長く、地理的に分散される多数のデバイスで構成される
ことがあります。このような特性によってフリートのセットアップが複雑になり、エラーを起こしやすく
なります。デバイスの計算能力、メモリ、ストレージの機能には制約があるため、デバイス自体での暗号
化や他の形式のセキュリティの使用が制限されます。さらに、デバイスは多く場合、既知の脆弱性を持つ
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ソフトウェアを使用しています。このような要素が原因で、IoT フリートはハッカーの魅力的なターゲッ
トとなり、デバイスフリートを継続的に保護することが困難になっています。
AWS IoT Device Defender は、セキュリティ上の問題とベストプラクティスからの逸脱を特定するツール
を用意することでこれらの課題に対処します。AWS IoT Device Defender を使用すると、接続されたデバ
イスを分析、監査、監視して異常な動作を検出し、セキュリティリスクを軽減できます。AWS IoT Device
Defender は、デバイスフリートを監査し、セキュリティのベストプラクティスに準拠していることを確認
して、デバイスでの異常な動作を検出できます。このサービスは、AWS IoT デバイスのフリートでセキュ
リティポリシーを維持し、デバイスが侵害された場合にはすばやく応答することができます。詳細につい
ては、AWS IoT Device Defender デベロッパーガイドのAWS IoT を参照してください。
AWS IoT SiteWise ゲートウェイを使用してサービスにデータを取り込む場合は、ゲートウェイの環境
を設定および保守する責任があります。これには、ゲートウェイのシステムソフトウェア、 AWS IoT
Greengrass ソフトウェア、 AWS IoT SiteWise コネクタの最新バージョンへのアップグレードが含ま
れます。詳細については、[AWS IoT Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド)
の[Configure the AWS IoT Greengrass core] (コア設定) と コネクタのアップグレード (p. 149) を参照して
ください。

AWS IoT SiteWise とインターフェイス VPC エンド
ポイント (AWS PrivateLink)
interface VPC endpoint を作成することで、仮想プライベートクラウド (VPC) と AWS IoT SiteWise との間
にプライベート接続を確立することができます。インターフェイスエンドポイントは、AWS PrivateLinkに
よって提供され、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect 接続
なしで、AWS IoT SiteWise API オペレーションにプライベートでアクセスするために使用する技術で
す。VPC 内のインスタンスは、AWS IoT SiteWise API 操作の通信にパブリック IP アドレスは必要ありま
せん。VPC と AWS IoT SiteWise との間のトラフィックは、AWS ネットワークを離れません。
各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によって表
されます。
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。

AWS IoT SiteWise VPC エンドポイントに関する考慮
事項
AWS IoT SiteWise のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、[Amazon VPC User Guide]
(Amazon VPC ユーザーガイド) の[Interface endpoint properties and limitations] (インターフェイスエンド
ポイントのプロパティと制限) を確認してください。
AWS IoT SiteWise では、VPC から次の AWS IoT SiteWise API 操作の呼び出しをサポートしています。
• すべてのデータプレーン API 操作には、次のエンドポイントを使用します。 region を AWS リージョ
ンに置き換えます。
data.iotsitewise.region.amazonaws.com

データプレーン API オペレーションに
はBatchPutAssetPropertyValue,GetAssetPropertyAggregates,GetAssetPropertyValue,GetAssetPropertyValueHistoryそ
してGetInterpolatedAssetPropertyValues。
• アセットモデル、アセット、ゲートウェイ、タグ、およびアカウント設定の管理に使用するコントロー
ルプレーン API 操作については、次のエンドポイントを使用します。 region を AWS リージョンに置
き換えます。
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サポートされているコントロールプレーン API オペレーションには次のものがありま
す。AssociateAssets,CreateAsset,CreateAssetModel,DeleteAsset,DeleteAssetModel,DeleteDashboard,DescribeAsset,
DescribeDefaultEncryptionConfiguration,ListTagsForResource,PutDefaultEncryptionConfiguration,TagResource、
およびUntagResource。

Note

コントロールプレーン API 操作のためのインタフェース VPC エンドポイントは，現
在，次の呼び出しをサポートしていません SiteWise API オペレーションのモニタリング:
BatchAssociateProjectAssets,BatchDisassociateProjectAssets,CreateAccessPolicy,CreateDashboard,CreatePorta
およびUpdateProject。

AWS IoT SiteWise 用のインターフェイス VPC エンド
ポイントの作成
AWS IoT SiteWise サービス用の VPC エンドポイントを作成することができます。Amazon VPCコンソー
ル、AWS Command Line Interface (AWS CLI) のいずれかを使用することができます。詳細については、
「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェースエンドポイントの作成」を参照してください。
次のいずれかのサービス名を使用して、AWS IoT SiteWise 用の VPC エンドポイントを作成します。
• データプレーン API の操作には、次のサービス名を使用します。
com.amazonaws.region.iotsitewise.data

• コントロールプレーン API の操作には、次のサービス名を使用します。
com.amazonaws.region.iotsitewise.api

インターフェイス VPC エンドポイントから AWS IoT
SiteWise にアクセスする
インターフェイスエンドポイントを作成すると、AWS IoT SiteWise との通信に使用できるエンドポイント
固有の DNS ホスト名が生成されます。プライベート DNS のオプションはデフォルトで有効になっていま
す。詳細については、[Amazon VPC User Guide] (Amazon VPCユーザーガイド) の[Using private hosted
zones] (プライベートホストゾーンの使用) を参照してください。
エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、次の VPC エンドポイントのいずれかを介して
AWS IoT SiteWise への API リクエストを行うことができます。
• データプレーン API の操作には、次のエンドポイントを使用します。[[region] (リージョン) はお客様
の AWS リージョンに置き換えてください。]
data.iotsitewise.region.amazonaws.com

• コントロールプレーン API の操作には、次のエンドポイントを使用する。[[region] (リージョン) はお
客様の AWS リージョンに置き換えてください。]
api.iotsitewise.region.amazonaws.com
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エンドポイントのプライベート DNS を無効にした場合、エンドポイントを経由して AWS IoT SiteWise に
アクセスするには、次の操作が必要です。
• API リクエストで VPC エンドポイント URL を指定します。
• データプレーン API の操作には、次のエンドポイント URL を使用します。置換vpc-endpointidそして##VPC エンドポイント ID を使用してとリージョン。
vpc-endpoint-id.data.iotsitewise.region.vpce.amazonaws.com

• コントロールプレーン API の操作には、次のエンドポイント URL を使用する。置換vpc-endpointidそして##VPC エンドポイント ID を使用してとリージョン。
vpc-endpoint-id.api.iotsitewise.region.vpce.amazonaws.com

• ホストプレフィックスインジェクションを無効にする。AWS CLI および AWS SDK は、各 API 操作を
呼び出す際に、サービスエンドポイントの先頭に各種ホストプレフィックスを付与します。この機能に
より、VPC エンドポイントを指定した場合、AWS CLI および AWS SDK がAWS IoT SiteWise に対して
無効な URL を生成してしまいます。

Important
AWS CLI、AWS Tools for PowerShell では、ホストプレフィックスインジェクションを無効化
することはできません。つまり、プライベート DNS を無効にすると、これらのツールを使っ
て VPC エンドポイントから AWS IoT SiteWise にアクセスすることができなくなります。AWS
CLI または AWS Tools for PowerShellを使用してエンドポイントを経由して AWS IoT SiteWise
にアクセスするために、プライベート DNS を有効にします。
AWS SDK でホストプレフィックスインジェクションを無効にする方法については、各 SDK の次のド
キュメントセクションを参照してください。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Go v2
• AWS SDK for Java
• AWS SDK for Java 2.x
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for PHP
• AWS SDK for Python (Boto3)
• AWS SDK for Ruby
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェイスエンドポイントを介したサービ
スへのアクセス」を参照してください。

AWS IoT SiteWise 用の VPC エンドポイントポリシー
の作成
VPC エンドポイントには、AWS IoT SiteWise へのアクセスを制御するエンドポイントポリシーをアタッ
チできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。
• オペレーションを実行できるプリンシパル。
• 実行できる操作。
• この操作を実行できるリソース。
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詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「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」を参照してください。
例: の VPC エンドポイントポリシーAWS IoT SiteWise行動
以下は、AWS IoT SiteWise 用のエンドポイントポリシーの例です。エンドポイントに添付すると、このポ
リシーは、AWS アカウント [123456789012] の IAM ユーザー iotsitewiseadmin に対して、指定さ
れたアセットでリストされた AWS IoT SiteWise アクションへのアクセスを許可します。
{

"Statement": [
{
"Action": [
"iotsitewise:CreateAsset",
"iotsitewise:ListGateways",
"iotsitewise:ListTagsForResource"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
"Principal": {
"AWS": [
"123456789012:user/iotsitewiseadmin"
]
}
}
]
}

AWS IoT SiteWise のセキュリティのベストプラク
ティス
このトピックでは、AWS IoT SiteWise のセキュリティのベストプラクティスについて説明します。

OPC-UA サーバーでの認証情報の使用
OPC-UA サーバーへの接続に認証情報を要求するようにします。これを行うには、サーバーのドキュメン
トを参照してください。次に、ゲートウェイが OPC-UA サーバーに接続できるようにするために、サー
バーの認証シークレットをゲートウェイに追加します。詳細については、「ソース認証の設定 (p. 133)」
を参照してください。

OPC-UA サーバーへの暗号化通信モードの使用
ゲートウェイの OPC-UA ソースを設定する際に、非推奨の暗号化メッセージセキュリティモードを選
択してください。これにより、OPC-UA サーバーからゲートウェイに移動する際の産業用データのセ
キュリティを確保することができます。詳細については、ローカルネットワーク経由で転送されるデー
タ (p. 360) および データソースの設定 (p. 120) を参照してください。

コンポーネントを最新の状態に保つ。
AWS IoT SiteWise ゲートウェイを使用してサービスにデータを取り込む場合は、ゲートウェイの環境
を設定および保守する責任があります。これには、ゲートウェイのシステムソフトウェア、 AWS IoT
Greengrass ソフトウェアとコネクタの最新バージョンへのアップグレードが含まれます。
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Note
AWS IoT SiteWise エッジコネクタは、ファイルシステム上に秘密を保存します。これらのシーク
レットは、ゲートウェイ内にキャッシュされたデータを表示できるユーザーを制御します。ゲー
トウェイを実行しているシステムのディスクまたはファイルシステムの暗号化を有効にすること
を強くお勧めします。

ゲートウェイのファイルシステムの暗号化
ゲートウェイを暗号化して保護することにより、産業データがゲートウェイを通過するときに保護されま
す。ゲートウェイにハードウェアセキュリティモジュールがある場合は、ゲートウェイを保護するよう
に AWS IoT Greengrass を設定できます。詳細については、[AWS IoT Greengrass Version 1 Developer
Guide] (デベロッパーガイド) の[Hardware security integration] (ハードウェアセキュリティの統合) を参照
してください。ハードウェアセキュリティモジュールがない場合は、オペレーティングシステムのドキュ
メントを参照して、ファイルシステムを暗号化して保護する方法を確認してください。

エッジ設定へのセキュアなアクセス。
エッジコンソールアプリケーションのパスワードやエッジコンソールのパスワードは共有しないでくださ
い SiteWise アプリケーションのパスワードを監視します。このパスワードは、誰でも見られる場所に置か
ないでください。パスワードに適切な有効期限を設定することで、健全なパスワードローテーションポリ
シーを実施する。

グラント SiteWise ユーザーの最小限のアクセス許可
を監視する
最小アクセス許可の原則に従って、ポータルのユーザーのアクセスポリシーのアクセス許可には最小限の
ものを使用します。
• ポータルを作成する場合は、そのポータルに必要な最小限のアセットを許可するロールを定義します。
詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor のサービスロールの使用 (p. 381)」を参照してくださ
い。
• ポータル管理者がプロジェクトを作成して共有する場合は、そのプロジェクトに必要な最小限のアセッ
トを使用します。
• ポータルやプロジェクトにアクセスする必要がなくなった ID は、そのリソースから削除する。その ID
が組織に適用されなくなった場合は、ID ストアからその ID を削除してください。
最小アクセス許可の原則のベストプラクティスは、IAM ロールにも該当します。詳細については、「ポリ
シーのベストプラクティス (p. 374)」を参照してください。

機密情報を公開しない
認証情報やその他の機密情報 (個人を特定できる情報 (PII) など) のログへの記録を防止する必要がありま
す。ゲートウェイのローカルログへのアクセスにはルートアクセス許可と CloudWatch ログには IAM アク
セス許可が必要。
• アセットやモデルの名前、説明、プロパティに機密情報を使用しない。
• ゲートウェイやソースの名前に機密情報を使用しない。
• ポータル、プロジェクト、ダッシュボードの名前や説明に機密情報を使用しない。
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AWS IoT Greengrass のセキュリティのベストプラク
ティスの適用
ゲートウェイについては、AWS IoT Greengrass のセキュリティのベストプラクティスに従ってくだ
さい。詳細については、[AWS IoT Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の
[Security best practices] (セキュリティベストプラクティス) を参照してください。

以下も参照してください。
• [AWS IoT Developer Guide] (デベロッパーガイド) の [Security best practices] (セキュリティベストプラ
クティス)。
• Ten security golden rules for IoT solutions
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AWS IoT SiteWiseでのログ記録とモ
ニタリング
モニタリングは、AWS IoT SiteWise およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパ
フォーマンスを維持する上で重要な部分です。AWS IoT SiteWise は、サービスをモニタリングしたり、問
題が発生したときに報告したり、必要に応じて自動アクションを実行したりするために以下のモニタリン
グツールをサポートしています。
• アマゾン CloudWatchの監視AWSのリソースおよびで実行しているアプリケーションAWSリアルタイム
で。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および指定したメトリクスが
指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設定を行うことができま
す。例えば、次のようになります。 CloudWatch Amazon EC2 インスタンスの CPU 使用率などのメト
リクスを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動します。詳細については、『』を参
照してください。アマゾン CloudWatch ユーザーガイド。
• アマゾン CloudWatch ログにより、次の場所からログファイルをモニタリング、保存、アクセスするこ
とができますAWS IoT SiteWiseゲートウェイ、 CloudTrail、およびその他の情報源。 CloudWatch ログ
は、ログファイル内の情報をモニタリングし、特定のしきい値が満たされたときに通知を行います。高
い耐久性を備えたストレージにログデータをアーカイブすることも可能です。詳細については、『』を
参照してください。アマゾン CloudWatch Logs ユーザーガイド。
• AWS CloudTrail は、AWSアカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出し
たユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できます。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。
トピック
• モニタリングAWS IoT SiteWiseアマゾンと CloudWatch ログ (p. 403)
• ゲートウェイログのモニタリング (p. 406)
• モニタリングAWS IoT SiteWiseアマゾンと CloudWatch メトリックス (p. 408)
• AWS CloudTrail を使用した AWS IoT SiteWise API コールのロギング (p. 410)

モニタリングAWS IoT SiteWiseアマゾンと
CloudWatch ログ
を設定できます。AWS IoT SiteWise情報のログ記録先 CloudWatch サービスをモニタリングおよびトラブ
ルシューティングするためのログ。
AWS IoT SiteWise コンソールを使用すると、AWS IoT SiteWise がサービスリンクロールを作成し、ユー
ザーに代わってサービスが情報をログ記録できるようになります。AWS IoT SiteWise コンソールを使用し
ない場合、ログを受信するには、サービスリンクロールを手動で作成する必要があります。詳細について
は、「AWS IoT SiteWise のサービスにリンクされたロールの作成 (p. 380)」を参照してください。
許可するリソースポリシーが必要です。AWS IoT SiteWiseにログイベントを入れます。 CloudWatch スト
リーム。のリソースポリシーを作成、更新するには。 CloudWatch ログ、以下のコマンドを実行します。
置換logging-policy-nameは、作成するポリシーの名前です。
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aws logs put-resource-policy --policy-name logging-policy-name --policy-document
"{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Sid\": \"IoTSiteWiseToCloudWatchLogs
\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": { \"Service\": [ \"iotsitewise.amazonaws.com
\" ] }, \"Action\":\"logs:PutLogEvents\", \"Resource\": \"*\" } ] }"

CloudWatch ログもサポートしています法律:SourceArnそして法律:SourceAccountの条件コンテキスト
キー。これらの条件コンテクストキーはオプションです。
を許可するリソースポリシーを作成または更新するには、次の操作を行います。AWS IoT SiteWise指定さ
れたに関連するログのみを出力するAWS IoT SiteWiseリソースへ CloudWatch ストリーム、コマンドを実
行して次の操作を行います。
• 置換logging-policy-nameは、作成するポリシーの名前です。
• source-ARN を、アセットモデルやアセットなど、AWS IoT SiteWise リソースの ARN に置き換えま
す。各 AWS IoT SiteWise リソース型の ARN は、[Service Authorization Reference] (サービス認可の参
照) の[Resource types defined by AWS IoT SiteWise] (リソースの種類を定義) を参照してください。
• account-ID を指定された AWS IoT SiteWise リソースに関連する AWS アカウント ID で置き換える。

aws logs put-resource-policy --policy-name logging-policy-name --policy-document
"{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Sid\": \"IoTSiteWiseToCloudWatchLogs
\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": { \"Service\": [ \"iotsitewise.amazonaws.com
\" ] }, \"Action\":\"logs:PutLogEvents\", \"Resource\": \"*\", \"Condition\":{\"StringLike
\":{\"aws:SourceArn\":[\"source-ARN\"],\"aws:SourceAccount\":[\"account-ID\"]}}}]}"

デフォルトでは、次にようになります。AWS IoT SiteWiseは情報をログに記録しません CloudWatch ロ
グ。ロギ記録を有効にするには、[無効] (OFF) 以外のログ記録レベルを選択します。AWS IoT SiteWise で
は、次のログ記録レベルがサポートされています。
• OFF - すべてのログ記録が無効です。
• ERROR - エラーがログ記録されます。
• INFO - エラーおよび情報メッセージがログ記録されます。
情報をログ記録するゲートウェイを設定できます。 CloudWatch ログスルーAWS IoT Greengrass。詳細に
ついては、「ゲートウェイログのモニタリング (p. 406)」を参照してください。
また、設定することもできます。AWS IoT Core情報のログ記録先 CloudWatch トラブルシューティングを
行う場合のログAWS IoT SiteWiseルールアクション。詳細については、「AWS IoT SiteWise ルールアク
ションのトラブルシューティング (p. 419)」を参照してください。
目次
• AWS IoT SiteWise へのログ記録の管理 (コンソール) (p. 404)
• ログ記録レベルの確認 (コンソール) (p. 405)
• ログ記録レベルの変更 (コンソール) (p. 405)
• AWS IoT SiteWise へのログ記録の管理 (CLI) (p. 405)
• ログ記録レベルの確認 (CLI) (p. 405)
• ログ記録レベルの変更 (CLI) (p. 406)
• 例: AWS IoT SiteWise ログファイルエントリ (p. 406)

AWS IoT SiteWise へのログ記録の管理 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールを使用して、次のログ記録設定タスクを実行できます。
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トピック
• ログ記録レベルの確認 (コンソール) (p. 405)
• ログ記録レベルの変更 (コンソール) (p. 405)

ログ記録レベルの確認 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールで現在のログ記録レベルを確認するには、次の手順に従います。

現在の AWS IoT SiteWise ログ記録レベルを確認するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで、[Logging options (ログ記録オプション) ] を選択します。
[ロギングステータス ] に、現在のログ記録ステータスが表示されます。ログ記録が有効な場合、現在
のログ記録レベルが [詳細レベル] の下に表示されます。

ログ記録レベルの変更 (コンソール)
AWS IoT SiteWise コンソールでログ記録レベルを変更するには、次の手順に従います。

AWS IoT SiteWise ログ記録レベルを変更するには
1.

AWS IoT SiteWise コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで、[Logging options (ログ記録オプション) ] を選択します。

3.

[編集] を選択します。

4.

有効にする [詳細レベル] を選択します。

5.

[Save] (保存) を選択します。

AWS IoT SiteWise へのログ記録の管理 (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、次のログ記録設定タスクを実行できます。
トピック
• ログ記録レベルの確認 (CLI) (p. 405)
• ログ記録レベルの変更 (CLI) (p. 406)

ログ記録レベルの確認 (CLI)
AWS CLI の現在の AWS IoT SiteWise ログ記録レベルを確認するには、次の手順に従います。
aws iotsitewise describe-logging-options

このオペレーションは、ログ記録レベルを次の形式で返します。
{

"loggingOptions": {
"level": "String"
}
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}

ログ記録レベルの変更 (CLI)
AWS IoT SiteWise ログ記録レベルを変更するには、次の AWS CLI コマンドを実行します。logginglevel は、必要なログ記録レベルに置き換えます。
aws iotsitewise put-logging-options --logging-options level=logging-level

例: AWS IoT SiteWise ログファイルエントリ
各 AWS IoT SiteWise ログエントリには、イベント情報とそのイベントの関連リソースが含まれているた
め、ログデータを簡単に理解して分析できます。
次の例で、次にようになります。 CloudWatch そのエントリAWS IoT SiteWiseアセットモデルが正常に作
成されたときに、ログ記録します。
{

"eventTime": "2020-05-05T00:10:22.902Z",
"logLevel": "INFO",
"eventType": "AssetModelCreationSuccess",
"message": "Successfully created asset model.",
"resources": {
"assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
}

}

ゲートウェイログのモニタリング
Amazon に情報をログ記録するようにゲートウェイを設定できます CloudWatch ログ、またはローカル
ファイルシステム。
トピック
• Amazon の使用 CloudWatch ログ (p. 406)
• ローカルファイルシステムログの使用 (p. 407)

Amazon の使用 CloudWatch ログ
ゲートウェイにログを送信するようにゲートウェイを設定できます。 CloudWatch ログ。AWS
Management Console を使用してゲートウェイのログファイルを表示する場合は、この手順に従います。

設定してアクセスするには。 CloudWatch ログ
1.

を設定するには CloudWatch ゲートウェイのログ。を参照してください。のログ記録の設定()AWS
IoT Greengrass Version 1デベロッパーガイド。

2.

CloudWatch コンソールに移動します。

3.

ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。

4.

AWS IoT SiteWise コネクタのログは、次のロググループにあります。
• /aws/greengrass/Lambda/region/aws/swCollector - ゲートウェイの OPC-UA ソースから
データを収集するゲートウェイの Lambda 関数に関するログ。
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• /aws/greengrass/Lambda/region/aws/swPublisher - OPC-UA データストリームを AWS
IoT SiteWise に発行するゲートウェイの Lambda 関数のログ。

5.

デバッグする関数のロググループを選択します。
AWS IoT Greengrass グループの名前で終わる名前のログストリームを選択します。デフォルトで
は、次にようになります。 CloudWatch 最新のログストリームを最初に表示します。

6.

過去 5 分間のログを表示するには、以下を実行します。

7.
8.

a.

右上隅の [カスタム] を選択します。

b.
c.
d.

[相対値] を選択します。
[5 分] を選択します。
[Apply] (適用) を選択します。

(オプション) 表示するログの数を減らすには、右上隅で [1 分] を選択します。
ログエントリの一番下までスクロールして、最新のログを表示します。

ローカルファイルシステムログの使用
ログをローカルに保存するようにゲートウェイを設定することができます。コマンドラインまたはローカ
ルソフトウェアを使用してゲートウェイのログファイルを表示する場合は、この手順に従います。
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ローカルファイルシステムのログを設定してアクセスするには
1.

ゲートウェイでローカルファイルシステムのログを設定するには、[ AWS IoT Greengrass Version
1Developer Guide] (デベロッパーガイド) の [Configure logging] (ロギング設定) を参照してください。

Note
ファイルシステムの AWS IoT Greengrass ログを読み取る root 権限が必要です。
2.

ゲートウェイで次のコマンドを実行して、すべての AWS IoT SiteWise コネクタログファイルとファ
イル詳細を一覧表示します。greengrass-root を AWS IoT Greengrass インストールのルートに置
き換え、#####をゲートウェイのリージョンに置き換えます。デフォルトの greengrass-root は /
greengrass です。
sudo ls -l /greengrass-root/ggc/var/log/user/region/aws

最新の AWS IoT SiteWise コネクタログは、次のファイルにあります。
• swCollector.log - ゲートウェイの OPC-UA ソースからデータを収集する Lambda 関数の最新の
ログ。
• swPublisher.log - OPC-UA データストリームを AWS IoT SiteWise に発行する Lambda 関数の
最新のログ。
それ以前のログは、swCollector.log-timestamp、swPublisher.log-timestamp というファ
イル名で見ることができます。
3.

たとえば、次のコマンドを実行して、パブリッシャーのログファイルの内容を表示します。
sudo tail -f /greengrass-root/ggc/var/log/user/region/aws/swPublisher.log

tail コマンドはファイルの末尾を表示し、-f オプションではファイルに追加される新しい行を表示
します。

モニタリングAWS IoT SiteWiseアマゾンと
CloudWatch メトリックス
監視できますAWS IoT SiteWiseを使用します CloudWatchは、raw データを収集して、それを読み取り可
能なほぼリアルタイムのメトリクスに変換します。これらの統計は 15 か月間保持されるため、履歴情報
にアクセスし、ウェブアプリケーションまたはサービスの動作をより的確に把握できます。また、特定
のしきい値を監視するアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアクション
を実行したりできます。詳細については、『』を参照してください。アマゾン CloudWatch ユーザーガイ
ド。
AWS IoT SiteWise は、以下のセクションにリストされているメトリクスとディメンションを AWS/
IoTSiteWise 名前空間に公開します。

Tip
AWS IoT SiteWise は、メトリクスを 1 分間隔で公開します。これらのメトリックスをグラフで表
示すると CloudWatch コンソール、[] を選択することをお勧めします。間隔の1 分。これにより、
メトリクスデータが最も高い解像度で表示されます。
目次
• ゲートウェイメトリクス (p. 409)
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ゲートウェイメトリクス
AWS IoT SiteWise は、次のゲートウェイメトリクスを公開します。すべてのゲートウェイメトリクス
は、1 分間隔で公開されます。

Important
ゲートウェイメトリクスを受信するには、バージョン 6 以上のゲートウェイの AWS IoT
SiteWise コネクタを使用する必要があります。詳細については、[AWS IoT Greengrass Version 1
Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[AWS IoT SiteWise connector] (コネクタ) をを参照して
ください。

ゲートウェイメトリクス
メトリクス

説明

Gateway.Heartbeat

接続されている各ゲートウェイ (gatewayId) につ
いて、毎分生成されます。

Gateway.PublishSuccessCount

ゲートウェイ (gatewayId) が正常にパブリッシュ
したデータポイントの数。

Gateway.PublishFailureCount

ゲートウェイ (gatewayId) がパブリッシュに失敗
したデータポイントの数。
このメトリクスは、ゲートウェイの
BatchPutAssetPropertyValue オペレーション呼び
出しによって発生したエラーをカウントします。
ゲートウェイのトラブルシューティングの詳細に
ついては、「AWS IoT SiteWise ゲートウェイのト
ラブルシューティング (p. 416)」を参照してくだ
さい。
ゲートウェイ (gatewayId) が処理に失敗したデー
タポイントの数。

Gateway.ProcessFailureCount

このメトリクスは、ゲートウェイとゲートウェイ
のソース間で発生したエラーをカウントします。
これには、ソースによって報告されたエラーも含
まれます。ゲートウェイのトラブルシューティン
グの詳細については、「AWS IoT SiteWise ゲート
ウェイのトラブルシューティング (p. 416)」を参
照してください。

ゲートウェイソースメトリクス
メトリクス

説明

OPCUACollector.Heartbeat

ゲートウェイ (sourceName) に接続された各
OPC-UA ソース (gatewayId) について 1 分ごと
に生成されます。

OPCUACollector.ActiveDataStreamCount

ゲートウェイ (gatewayId) が OPC-UA ソース
(sourceName) に対してサブスクライブしたデー
タストリームの数。
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メトリクス

説明

OPCUACollector.IncomingValuesCount

ゲートウェイ (gatewayId) が OPC-UA ソース
(sourceName) に対して受信したデータポイント
の数。

AWS CloudTrail を使用した AWS IoT SiteWise API
コールのロギング
AWS IoT SiteWiseはと統合されていますAWS CloudTrail、ユーザーやロール、またはAWSでのサービス
AWS IoT SiteWise。 CloudTrail の API コールをキャプチャします。AWS IoT SiteWiseイベントとして。
キャプチャされた呼び出しには、AWS IoT SiteWise コンソールの呼び出しと、AWS IoT SiteWise 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、の継続的な配信を有効にするこ
とができます CloudTrail Amazon S3 バケットに対するイベント (のイベントなど)AWS IoT SiteWise。証
跡を設定しない場合でも、最新のイベントは CloudTrail コンソールインイベント履歴。によって収集され
た情報の使用 CloudTrail、なされたリクエストを判断できますAWS IoT SiteWise、リクエスト者、リクエ
スト者、リクエスト者、リクエスト者、リクエスト者、リクエスト者、リクエスト者、リクエスト者、リ
クエスト者、リクエスト者、リクエスト者、リクエスト者、リクエスト
の詳細については、「」の詳細 CloudTrail、「」を参照してください。AWS CloudTrailユーザーガイド。

AWS IoT SiteWiseでの 情報 CloudTrail
CloudTrail で有効になっているAWSアカウントを作成すると、そのアカウントを作成するときにアカウ
ントを作成します。サポート対象のイベントアクティビティがいつ発生するかAWS IoT SiteWise、その
アクティビティは、 CloudTrail 他のイベントと一緒にAWSでのサービスイベントイベント履歴。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、次を参照してくださ
い。を使用してイベントを表示する CloudTrail イベント履歴。
AWS のイベントなど、AWS IoT SiteWise アカウントのイベントの継続的なレコードについては、追跡を
作成します。あるトレイル可能にする CloudTrail Amazon S3 バケットにログファイルを Amazon S3 バ
ケットに配信します。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、より詳細な分析と CloudTrail
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 AWS 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 でサポートされるサービスと統合
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 受信 CloudTrail 複数のリージョンのログファイルそして受信 CloudTrail複数のアカウントのログファイ
ル
最もAWS IoT SiteWise操作は以下によって記録されます CloudTrail そして文書化されていますAWS IoT
SiteWiseAPI リファレンス。
次のデータプレーンオペレーションは、によってログ記録されません CloudTrail:
•
•
•
•

BatchPutAssetPropertyValue
GetAssetPropertyValue
GetAssetPropertyValueHistory
GetAssetPropertyAggregates
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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。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) 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またはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。
• 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: AWS IoT SiteWise ログファイルエントリ
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 つ以上のログエントリがあります。各イベントは任意の送信元から
の単一のリクエストを表し、リクエストされたオペレーション、オペレーションの日時、リクエストパラ
メーターなどに関する情報を含みます。 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。
次の例で、次にようになります。 CloudTrail を示すログエントリCreateAsset操作。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "Administrator",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-03-11T17:26:40Z"
}
},
"invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2020-03-11T18:01:22Z",
"eventSource": "iotsitewise.amazonaws.com",
"eventName": "CreateAsset",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "203.0.113.0",
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"assetName": "Wind Turbine 1",
"assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
"clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-00000EXAMPLE"
},
"responseElements": {
"assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
"assetArn": "arn:aws:iotsitewise:us-east-1:123456789012:asset/a1b2c3d4-5678-90abcdef-22222EXAMPLE",
"assetStatus": {
"state": "CREATING"
}
},
"requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
"eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE",
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}

"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
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AWS IoT SiteWise リソースのタグ付
け
タグを使用すると、AWS IoT SiteWise でリソースを整理および管理できます。タグを使用してリソースに
メタデータを割り当てたり、 IAM ポリシーでタグを使用してリソースへの条件付きアクセスを定義したり
できます。

AWS IoT SiteWise でのタグの使用
タグを使用して、目的、所有者、環境、またはユースケースのその他の分類によって AWS IoT SiteWise
リソースを分類できます。同じ型のリソースが多い場合に、そのタグに基づいて特定のリソースをすばや
く識別できます。
タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義しま
す。たとえば、アセットモデルのタグセットを定義し、各モデルのアセットが貢献する産業プロセスに
よってタグを追跡できます。リソースの種類ごとのニーズを合わせて一連のタグキーを作成することをお
勧めします。一貫したタグキーセットを使用することで、より簡単にリソースを管理できます。

AWS Management Console を使用したタグ付け
AWS Management Consoleの[Tag Editor] (タグエディタ) は、AWSのすべてのサービスのリソースに対し
て、タグを作成、管理するための集中的、統一的な方法を提供します。詳細については、[AWS Resource
Groups User Guide] (ユーザーガイド) の[Tag Editor] (タグエディタ) を参照してください。

AWS IoT SiteWise API を使用したタグ付け
また、AWS IoT SiteWise API を使用してタグを操作することもできます。タグを作成する前に、タグの制
限に注意してください。詳細については、[AWS General Reference] (全般のリファレンス) の[Tag naming
and usage conventions] (タグの命名規則と使用規則) を参照してください。
• リソースの作成時にタグを追加するには、リソースの tags プロパティでタグを定義します。
• タグを既存のリソースに追加するか、タグ値を更新するには、TagResource操作。
• リソースからタグを削除するには、UntagResource操作。
• リソースに関連付けられているタグを取得するには、ListTagsForResource操作、またはリソースを説明
してそのリソースを調べるtagsプロパティ。
次の表は、AWS IoT SiteWise API を使ってタグを付けることができるリソースと、それに対応する
Create および Describe オペレーションを示しています。

タグ付け可能な AWS IoT SiteWise リソース
リソース

作成オペレーション

オペレーションの説明

アセットモデル

CreateAssetModel

DescribeAssetModel

アセット

CreateAsset

DescribeAsset

ゲートウェイ

CreateGateway

DescribeGateway
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リソース

作成オペレーション

オペレーションの説明

Portal

CreatePortal

DescribePortal

プロジェクト

CreateProject

DescribeProject

ダッシュボード

CreateDashboard

DescribeDashboard

アクセスポリシー

CreateAccessPolicy

DescribeAccessPolicy

ビューで次のオペレーションを使用して、タグ付けをサポートしているリソースのタグを管理します。
• TagResource-リソースにタグを追加するか、既存のタグの値を更新します。
• ListTagsForResource-リソースのタグを一覧表示します。
• UntagResource-リソースからタグを削除します。
リソースに対するタグの追加または削除は随時行うことができます。タグキーの値を変更するには、同じ
キーと新しい値を定義するリソースにタグを追加します。古い値は新しい値により上書きされます。値を
空の文字列に設定することはできますが、値を null に設定することはできません。
リソースを削除すると、そのリソースに関連付けられているすべてのタグも削除されます。

IAM ポリシーでのタグの使用
IAM ポリシーでは、リソースタグを使用して、ユーザーのアクセスとアクセス許可を制御できます。例え
ば、ポリシーにより、ユーザーは特定のタグがあるリソースのみを作成できます。ポリシーにより、特定
のタグを持つリソースをユーザーが作成または変更できないよう制限することもできます。

Note
タグを使用してリソースへのユーザーのアクセスを許可または拒否する場合は、ユーザーが同じ
リソースに対してそれらのタグを追加または削除する機能を拒否する必要があります。そうしな
いと、ユーザーはそのリソースのタグを変更することで、制限を回避してリソースにアクセスで
きてしまいます。
ポリシーステートメントの Condition 要素 (Condition ブロックとも呼ばれます) の次の条件コンテキ
ストキーと値を使用できます。
aws:ResourceTag/tag-key: tag-value
特定のタグを持つリソースに対してアクションを許可または拒否します。
aws:RequestTag/tag-key: tag-value
タグ付け可能なリソースを作成または変更するときに、特定のタグを使用する (または使用しない) よ
う要求します。
aws:TagKeys: [tag-key, ...]
タグ付け可能なリソースを作成または変更するときに、特定のタグキーセットを使用する (または使用
しない) よう要求します。

Note
IAM ポリシーの条件コンテキストキーと値は、必須パラメータとしてタグ付け可能なリソース
を持つアクションにのみ適用されます。例えば、タグベースの条件付きアクセスを設定できま
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すListAssets。タグベースの条件付きアクセスを設定することはできませんPutLoggingOptionsタ
グ付け可能なリソースがリクエストで参照されていないためです。
詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の[Controlling access to AWS resources using
resource tags] (リソースタグを使用したリソースへのアクセスの制御) および [IAM JSON policy reference]
(IAM JSON ポリシーリファレンス) を参照してください。
タグを使用した IAM ポリシーの例
• タグに基づく AWS IoT SiteWise アセットの表示 (p. 377)
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AWS IoT SiteWise のトラブルシュー
ティング
これらのセクションの情報を使用して、AWS IoT SiteWise に関する問題のトラブルシューティングと解決
を行います。
トピック
• AWS IoT SiteWise ゲートウェイのトラブルシューティング (p. 416)
• AWS IoT SiteWise ルールアクションのトラブルシューティング (p. 419)

AWS IoT SiteWise ゲートウェイのトラブルシュー
ティング
AWS IoT SiteWise ゲートウェイは AWS IoT Greengrass コネクタを実行します。コネクタイベントのログ
を記録するようにゲートウェイを設定できます。 CloudWatch そしてゲートウェイのローカルファイルシ
ステムに。その後、コネクタに関連付けられたログファイルを表示して、ゲートウェイのトラブルシュー
ティングを行うことができます。
表示することもできます CloudWatch 接続またはデータストリームに関する問題のトラブルシューティン
グを行うためにゲートウェイによって報告されるメトリクス。詳細については、「ゲートウェイメトリク
ス (p. 409)」を参照してください。
トピック
• AWS IoT SiteWise ゲートウェイログの設定とアクセス (p. 416)
• ゲートウェイ問題のトラブルシューティング (p. 416)
• AWS IoT Greengrass 問題のトラブルシューティング (p. 419)

AWS IoT SiteWise ゲートウェイログの設定とアクセ
ス
ゲートウェイログを表示する前に、Amazon にログを送信するようにゲートウェイを設定する必要があり
ます。 CloudWatch ローカルファイルシステムにログを記録または保存します。
• 使用アイテム CloudWatch 使用したい場合はログに記録しますAWS Management Consoleゲートウェイ
のログファイルを表示します。詳細については、「Amazon の使用 CloudWatch ログ (p. 406)」を参照
してください。
• コマンドラインまたはローカルソフトウェアを使用してゲートウェイのログファイルを表示する場合
は、ローカルファイルのシステムログを使用します。詳細については、「ローカルファイルシステムロ
グの使用 (p. 407)」を参照してください。

ゲートウェイ問題のトラブルシューティング
ゲートウェイ問題をトラブルシューティングするには、次の情報を使用します。
問題点
• にパックをデプロイできませんAWS IoT SiteWiseエッジゲートウェイ (p. 417)
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• Modbus TCP の出典が同期していない (p. 417)
• ストリーミングマネージャに接続できません。 (p. 417)
• OPC-UA 出典 に接続できません (p. 418)
• AWS IoT SiteWise が OPC-UA サーバーからデータを受信しない場合 (p. 418)

にパックをデプロイできませんAWS IoT SiteWiseエッジゲート
ウェイ
Greengrass nucleus コンポーネント (aws.greengrass.Nucleus) が古い場合、あなたにパックをデプ
ロイできないかもしれません。AWS IoT SiteWiseエッジゲートウェイ。以下を使用できます。AWS IoT
Greengrass V2Greengrass nucleus コンポーネントをアップグレードするためのコンソール。

Greengrass nucleus コンポーネントをアップグレードする (コンソール)
1.

AWS IoT Greengrass コンソールに移動します。

2.

ナビゲーションペインで、Greengrass、選択してくださいデプロイ。

3.

の中にデプロイリストで、修正するデプロイを選択します。

4.
5.

選択してくださいリビジョン。
[Specify target] (ターゲットの指定) ページで [Next] (次へ) を選択します。

6.

上にコンポーネントを選択するページ、下パブリックコンポーネントで、検索ボックスに「」と入力
します。aws.greengrass.Nucleusを選択し、aws.GreenGrass.nucleus。

7.
8.
9.

[Next] (次へ) を選択します。
上にコンポーネントを設定するページ、選択次。
上に詳細設定を設定するページ、選択次。

10. [Review] ページで、[デプロイ] を選択します。

Modbus TCP の出典が同期していない
出典データの型が ASCII、 UTF8、 ISO8859 で、Modbus-TCP プロトコルアダプターコネクターの古い
バージョンを実行している場合、Modbus TCP 出典が同期していない可能性があります。Connector を最
新バージョンにアップグレードするには、次のステップを実行します。
1.

AWS IoT Greengrass V1 のコンソールにサインインします。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで、[Groups] (グループ) を選択します。
[Greengrass groups] (グリーングラスのグループ) で、対象グループを選択します。
ナビゲーションペインで、[Connectors] (コネクタ) を選択します。

5.
6.

[Upgrade] (アップグレード) の欄で、[Available] (利用可能) を選択します。
[Upgrade connector] (アップグレードコネクタ) のページで、最新バージョンを選択し、[Upgrade]
(アップグレード) を選択します。

詳しくは、[AWS IoT Greengrass Version 1 Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Modbus-TCP
Protocol Adapter connector] (Modbus-TCPプロトコルアダプタコネクタ) をご覧ください。

ストリーミングマネージャに接続できません。
ゲートウェイの AWS IoT Greengrass グループでストリーミングマネージャーが有効でない場合、次のよ
うな swPublisher エラーログメッセージが表示されることがあります。
com.amazonaws.greengrass.streammanager.client.StreamManagerClientImpl: Connect failed
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バージョン 6 より、AWS IoT SiteWise コネクターにはストリームマネージャーが必要です。ストリームマ
ネージャーを有効にする方法については、AWS IoT Greengrass グループの設定 (p. 113) のステップ 5 を
参照してください。

OPC-UA 出典 に接続できません
インストールされた OpenJDK のバージョンがサポートされていない場合、次のOPCUACollectorエラー
ログメッセージが表示されることがあります。
java.security.KeyStoreException: Key protection algorithm not found:
java.security.UnrecoverableKeyException: Encrypt Private Key failed: unrecognized
algorithm name: PBEWithSHA1AndDESede
Failed to start OPC-UA Connection for Source 'Server 1': Failed to add key to
store

サポートされている OpenJDK のバージョンにダウングレードするには、このセクションのステップに従
います。このステップは、Ubuntu が搭載された端末を使用することを想定しています。別の Linux ディス
トリビューションをお使いの場合は、お使いのデバイスの関連ドキュメントを参照してください。

対応する Amazon Corretto 8 にダウングレードする場合
1.

現在の OpenJDK をアンインストールするには、次のコマンドのいずれかを実行します。
•
•

2.

sudo apt purge -y openjdk-8-jre-headless
sudo apt-get purge -y java-1.8.0-amazon-corretto-jdk

対応する Amazon Corretto 8 のダウンロードとインストールは、次のコマンドを実行します。
curl -s https://corretto.aws/downloads/resources/8.282.08.1/java-1.8.0-amazoncorretto-jdk_8.282.08-1_amd64.deb --output /tmp/java-1.8.0-amazon-correttojdk_8.282.08-1_amd64.deb
sudo apt-get update && sudo apt-get install java-common
sudo dpkg --install /tmp/java-1.8.0-amazon-corretto-jdk_8.282.08-1_amd64.deb

3.

AWS IoT Greengrass V1 Coreソフトウェアを再起動するには、次のコマンドを実行します。
sudo /greengrass/ggc/core/greengrassd restart

AWS IoT SiteWise が OPC-UA サーバーからデータを受信しない
場合
AWS IoT SiteWise アセットが OPC-UA サーバーから送信されたデータを受信していない場合は、ゲート
ウェイのログを検索して問題のトラブルシューティングを行うことができます。次のメッセージを含む情
報レベルの swPublisher ログを探します。
Emitting diagnostic name=PublishError.SomeException

のタイプに基づくSomeExceptionログで、次の例外タイプと対応する問題を使用してゲートウェイのト
ラブルシューティングを行います。
• ResourceNotFoundException— OPC-UA サーバーは、どのアセットのプロパティエイリアスにも一致し
ないデータを送信しています。この例外は、次の 2 つの場合に発生します。
• プロパティエイリアスが、定義したソースプレフィックスを含め、OPC-UA 変数と正確に一致しませ
ん。プロパティエイリアスとソースプレフィックスが正しいことを確認します。
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• OPC-UA 変数をアセットプロパティにマッピングしていません。詳細については、「アセットプロパ
ティへの産業データストリームのマッピング (p. 224)」を参照してください。
AWS IoT SiteWise で必要なすべての OPC-UA 変数をすでにマッピングしている場合は、ゲートウェ
イが送信する OPC-UA 変数をフィルタリングできます。詳細については、「OPC-UA ノードフィル
ターの使用 (p. 139)」を参照してください。
• AccessDeniedException— お客様のゲートウェイのAWS IoT Greengrassグループには使用するための十
分な権限がありませんBatchPutAssetPropertyValueアセットプロパティにデータを送信する操作。詳細
については、「AWS IoT SiteWise コネクタの要件」を参照してください。
• InvalidRequestException— OPC-UA 変数のデータ型とアセットプロパティのデータ型と一致しない場合
があります。たとえば、OPC-UA 変数に整数データ型がある場合、対応するアセットプロパティは整数
データ型である必要があります。ダブルタイプのアセットプロパティは、OPC-UA 整数値を受け取るこ
とができません。この問題を解決するには、正しいデータ型で新しいプロパティを定義します。
• TimestampOutOfRangeException— ゲートウェイが次の範囲外のデータを送信しているAWS IoT
SiteWise受け入れる。AWS IoT SiteWiseは、過去 7 日より古いタイムスタンプを持つデータポイン
トまたはfuture 後 5 分より新しいデータポイントをすべて拒否します。ゲートウェイの電源が切れた
り、AWS クラウドへの接続がなくなった場合は、ゲートウェイのキャッシュのクリアが必要な場合があ
ります。
• ThrottlingExceptionまたはLimitExceededException— お客様のリクエストがAWS IoT SiteWiseサービス
クォータ (取り込まれたデータポイントのレート、アセットプロパティデータ API オペレーションのリ
クエストレートなど) 設定が AWS IoT SiteWise のクォータ (p. 427) を超えないことを確認します。

AWS IoT Greengrass 問題のトラブルシューティング
AWS IoT Greengrass 上でゲートウェイを設定または展開する際の多くの問題に対する解決策を見つ
けるには、[AWS IoT Greengrass Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Troubleshooting AWS IoT
Greengrass] (トラブルシューティング) を参照してください。

AWS IoT SiteWise ルールアクションのトラブル
シューティング
AWS IoT Core で AWS IoT SiteWise ルールアクションのトラブルシューティングを行うには、次のいずれ
かの手順を実行します。
• 設定 CloudWatch ログ
• ルールの再パブリッシュエラーアクションを設定する
次に、エラーメッセージとこのトピックのエラーを比較して、問題のトラブルシューティングを行いま
す。
トピック
• AWS IoT Core ログの設定 (p. 419)
• 再パブリッシュエラーアクションの設定 (p. 420)
• 問題のトラブルシューティング (p. 422)

AWS IoT Core ログの設定
次を設定できます。AWS IoTさまざまなレベルの情報をログに記録する CloudWatch ログ。
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設定してアクセスするには CloudWatch ログ
1.

ログ記録を設定するにはAWS IoT Core、を参照してください。でのモニタリング CloudWatch ロ
グ()AWS IoTデベロッパーガイド。

2.

CloudWatch コンソールに移動します。

3.

ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。

4.

選択してくださいAWSIotLogsグループ。

5.

最近のログストリームを選択します。デフォルトでは、 CloudWatch 最新のログストリームが最初に
表示されます。

6.

ログエントリを選択して、ログメッセージを展開します。ログエントリは、次のスクリーンショット
のようになります。

7.

エラーメッセージとこのトピックのエラーを比較して、問題のトラブルシューティングを行います。

再パブリッシュエラーアクションの設定
エラーメッセージを処理するために、ルールにエラーアクションを設定できます。この手順では、MQTT
テストクライアントでエラーメッセージを表示するために、エラーアクションとして再パブリッシュルー
ルアクションを設定します。

Note
再パブリッシュエラーアクションでは、ERROR レベルログと同等のログのみが出力されます。よ
り詳細なログが必要な場合は、構成します CloudWatch ログ (p. 419)。

再パブリッシュエラーアクションをルールに追加するには
1.

AWS IoT コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションペインで [Act (アクト) ] を選択し、[ルール] を選択します。

3.

ルールを選択します。

4.

[エラーアクション] で、[アクションの追加] を選択します。

5.

[Republish a message to an AWS IoT topic] (トピックにメッセージを再パブリッシュする) を選択しま
す。

6.

ページの下部にある [アクションの設定] を選択します。
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7.

[トピック] に一意のトピック (sitewise/windfarm/rule/error など) を入力すると、AWS IoT
Core がこのトピックにエラーメッセージを再パブリッシュします。

8.

[選択] を選択して、エラーアクションを実行する AWS IoT Core アクセス許可を付与します。

9.

ルールに作成したロールの横にある [選択] を選択します。

10. [ロールの更新] を選択して、追加のアクセス許可をロールに追加します。
11. [Add action] を選択します。
ルールのエラーアクションは、次のスクリーンショットのようになります。

12. コンソールの左上にある戻る矢印を選択して、AWS IoT コンソールのホームに戻ります。
再パブリッシュエラーアクションを設定したら、AWS IoT Core の MQTT テストクライアントでエラー
メッセージを見ることができます。
次の手順では、MQTT テストクライアントでエラートピックにサブスクライブします。MQTT テストクラ
イアントでは、問題のトラブルシューティングを行うためにルールのエラーメッセージを受信することが
できます。

エラーアクショントピックをサブスクライブするには
1.

AWS IoT コンソールに移動します。

2.

左側のナビゲーションページで、[テスト] を選択して MQTT テストクライアントを開きます。

3.

[トピックのサブスクリプション] フィールドに、前に設定したエラートピック (sitewise/
windfarm/rule/error など) を入力し、[トピックへのサブスクライブ] を選択します。

4.

エラーメッセージが表示されるまで監視し、エラーメッセージで failures 配列を展開します。
次に、エラーメッセージとこのトピックのエラーを比較して、問題のトラブルシューティングを行い
ます。
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問題のトラブルシューティング
ルールの問題をトラブルシューティングするには、次の情報を使用します。
問題点
• エラー: メンバーは、現在のタイムスタンプ前の 604800 秒以内で、現在のタイムスタンプ後の 300 秒
以内でなければなりません。 (p. 422)
• エラー: プロパティ値がデータ型と一致しないため <type> (p. 422)
• エラー: ユーザー:<role-arn>には、以下を実行するアクセス許可がありませ
ん)BatchPutAssetPropertyValue リソース上 (p. 422)
• Error: iot.amazonaws.com では、次を実行できません。AssumeRole リソース上:<role-arn> (p. 423)
• 情報: リクエストは送信されませんでした。 PutAssetPropertyValueEntries 代替テンプレートを実行し
た後は空でした。 (p. 423)

エラー: メンバーは、現在のタイムスタンプ前の 604800 秒以内
で、現在のタイムスタンプ後の 300 秒以内でなければなりませ
ん。
タイムスタンプが、現在の Unix エポック時間と比較して、7 日より前か、5 分より後です。次の操作を試
してください：
• タイムスタンプが Unix エポック (UTC) 時間であることを確認します。別のタイムゾーンでタイムスタ
ンプを指定すると、このエラーが表示されます。
• タイムスタンプが秒単位であることを確認します。AWS IoT SiteWise は、タイムスタンプを秒単位の時
間 (Unixエポック時間 ) に分割し、ナノ秒単位でオフセットすることを想定します。
• 過去に 7 日以内のタイムスタンプが設定されたデータをアップロードしていることを確認します。

エラー: プロパティ値がデータ型と一致しないため <type>
ルールアクションのエントリのデータ型が、ターゲットアセットプロパティとは異なります。たと
えば、ターゲットアセットプロパティが DOUBLE で、選択したデータ型が [整数] であるか、値を
integerValue に渡したとします。次の操作を試してください：
• AWS IoT コンソールからルールを設定する場合は、各エントリに正しい [Data type (データ型) ] が選択
されていることを確認します。
• API または AWS Command Line Interface (AWS CLI) からルールを設定する場合は、value オブジェク
トで正しい型フィールド (doubleValue プロパティに対して DOUBLE など) が使用されていることを確
認します。

エラー: ユーザー:<role-arn>には、以下を実行するアクセス許可
がありません)BatchPutAssetPropertyValue リソース上
ルールにターゲットアセットプロパティにアクセスする権限がないか、ターゲットアセットプロパティが
存在しません。次の操作を試してください：
• プロパティエイリアスが正しいことと、指定されたプロパティエイリアスを持つアセットプロパティが
あることを確認します。詳細については、「アセットプロパティへの産業データストリームのマッピン
グ (p. 224)」を参照してください。
• ルールにロールがあることと、ターゲットのアセットプロパティ (ターゲットアセットの階層など) への
iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue アクセス許可がロールによって許可されていること
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を確認します。詳細については、「AWS IoT への必要なアクセス権限の付与 (p. 74)」を参照してくださ
い。

Error: iot.amazonaws.com では、次を実行できませ
ん。AssumeRole リソース上:<role-arn>
IAM ユーザーには、ルールでロールを引き受けるアクセス許可がありません。
ルールでロール iam:PassRole へのアクセス許可が IAM ユーザーに許可されていることを確認します。
詳細については、[AWS IoT Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Pass role permissions] (ロールアク
セス許可を渡す) を参照してください。

情報: リクエストは送信されませんでした。
PutAssetPropertyValueEntries 代替テンプレートを実行した後は
空でした。
Note
このメッセージは INFO レベルのログです。
リクエストに、必須パラメータをすべて含むエントリが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。
置換テンプレートなどのルールのパラメータが空でない値になることを確認します。置換テンプレー
トは、ルールクエリステートメントの AS 句に定義されている値にアクセスできません。詳細について
は、[AWS IoT Developer Guide] (デベロッパーガイド) の[Substitution templates] (置換テンプレート) を参
照してください。
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Grafana との統合
Grafana は、ダッシュボード内のデータの視覚化と監視に使用できるデータ可視化プラットフォームで
す。Grafana バージョン 7.3.0 以降では、AWS IoT SiteWiseあなたの視覚化のためのプラグインAWS IoT
SiteWiseGrafana ダッシュボードのアセットデータ 複数のデータを視覚化できるAWSソース (など)AWS
IoT SiteWise、Amazon Timestream、AmazonCloudWatch) などのデータソースを単一の Grafana ダッ
シュボードで利用できます。
使用するには、次の 2 つのオプションがあります。AWS IoT SiteWise♪
• ローカルGrafana サーバー
では、AWS IoT SiteWise管理している Grafana サーバー上のプラグイン。プラグインを追加して使用す
る方法の詳細については、「」AWS IoT SiteWiseデータソース README上のファイルGitHubウェブサ
イト.
• AWSManaged Service for Grafana
♪AWS IoT SiteWiseのプラグインAWSGrafana (AMG) の管理対象サービス。AMG は Grafana サーバー
を管理するため、ハードウェアやその他の Grafana インフラストラクチャを構築、パッケージ化、デプ
ロイすることなく、データを視覚化できます。詳細については、「」の次のトピックを参照してくださ
い。AWSManaged Service for Grafana ユーザーガイド:
• Amazon Managed Service for Grafana とは何ですか?
• の使用AWS IoT SiteWiseデータソース

Example Grafana ダッシュボード
次の Grafana ダッシュボードは、デモウインドファーム (p. 11)。このデモダッシュボードは、Grafana プ
レイウェブサイト.
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AWS IoT SiteWise エンドポイントと
クォータ
次のセクションでは、AWS IoT SiteWise のエンドポイントとクォータについて説明します。
目次
• AWS IoT SiteWise のエンドポイント (p. 426)
• AWS IoT SiteWise のクォータ (p. 427)

AWS IoT SiteWise のエンドポイント
AWS IoT SiteWise にプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。AWS SDK と AWS
Command Line Interface (AWS CLI) では、AWS リージョンのデフォルトのエンドポイントを自動的に使
用します。AWS IoT SiteWise が利用可能なリージョンの詳細については、[AWS General Reference] (全
般のリファレンス) の [AWS IoT SiteWise endpoints and quotas] (エンドポイントとクォータ) を参照して
ください。
AWS IoT SiteWise は次のエンドポイントに対応しています。

data.iotsitewise.region.amazonaws.com

このエンドポイントを使用して、以下のデータプレーン API オペレーションにアクセスしま
す。BatchPutAssetPropertyValue,GetAssetPropertyAggregates,GetAssetPropertyValue,GetAssetPropertyValueHistoryそ
してGetInterpolatedAssetPropertyValues。 region を AWS リージョンに置き換えます。

api.iotsitewise.region.amazonaws.com
AWS IoT SiteWise では、アセットモデル、アセット、ゲートウェイ、タグ、およびアカウント設定を管理
するために使用するコントロールプレーン API 操作の統合エンドポイントを提供しています。 region を
AWS リージョンに置き換えます。

Note
• デフォルトでは、AWS IoT SiteWise は、サポートされているコントロールプレーン API 操作の
呼び出しを行う際に、統合されたエンドポイントを使用します。
• サポートされるコントロールプレーン API 操作には、統合エンドポイントを使用することを推
奨します。
• 統合エンドポイントを使用してにアクセスすることはできません。 SiteWise API オペレーショ
ンを監視します。

サポートされているコントロールプレーン API オペレーションには次のものがありま
す。AssociateAssets,CreateAsset,CreateAssetModel,DeleteAsset,DeleteAssetModel,DeleteDashboard,DescribeAsset,De
DescribeDefaultEncryptionConfiguration,ListTagsForResource,PutDefaultEncryptionConfiguration,TagResource、
およびUntagResource。
コントロールプレーン API 操作のためのインタフェース VPC エンドポイントは，連結エンドポイントの
みをサポートします。詳細については、「AWS IoT SiteWise とインターフェイス VPC エンドポイント
(AWS PrivateLink) (p. 397)」を参照してください。
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iotsitewise.region.amazonaws.com
このエンドポイントを使用して、次の API オペレーションにアクセ
スできます。DescribeStorageConfiguration,PutStorageConfiguration,
DescribeDefaultEncryptionConfiguration,ListTagsForResource,PutDefaultEncryptionConfiguration,TagResource、
およびUntagResource。 region を AWS リージョンに置き換えます。

model.iotsitewise.region.amazonaws.com

このエンドポイントを使用して、次の API オペレーションにアクセスできま
す。AssociateAssets,CreateAsset,CreateAssetModel,DeleteAsset,DeleteAssetModel,DeleteDashboard,DescribeAsset,De
およびUpdateAssetProperty。 region を AWS リージョンに置き換えます。

edge.iotsitewise.region.amazonaws.com

このエンドポイントを使用して、次の API オペレーションにアクセスできま
す。CreateGateway,DeleteGateway,DescribeGateway,DescribeGatewayCapabilityConfiguration,ListGateways,UpdateGa
およびUpdateGatewayCapabilityConfiguration。 region を AWS リージョンに置き換えます。

monitor.iotsitewise.region.amazonaws.com

このエンドポイントを使用して、次の API オペレーションにアクセスしま
す。BatchAssociateProjectAssets,BatchDisassociateProjectAssets,CreateAccessPolicy,CreateDashboard,CreatePortal,C
およびUpdateProject。 region を AWS リージョンに置き換えます。

AWS IoT SiteWise のクォータ
次の表では、AWS IoT SiteWise のクォータについて説明します。クォータについての詳細とクォータ増
加のリクエスト方法については、[AWS General Reference] (全般のリファレンス) の[AWS service quotas]
(サービスクォータ) を参照してください。の詳細については、AWS IoT SiteWiseクォータ、「」を参照し
てください。AWS IoT SiteWiseサービスクォータ()AWS全般のリファレンス。

アセットおよびアセットモデルのクォータ
リソース

クォータ

調整可能

1 リージョン、1 AWS
アカウントあたりア
セットモデルの数

1000

はい

アセットモデルあたり
のアセット数

10,000

はい

親アセットあたりの子
アセット数

2000

はい

アセットモデル階層ツ
リーの深さ

30

はい

アセットモデルあたり
の階層定義数

30

はい

アセットモデルあたり
のプロパティ数

500

はい
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リソース

クォータ

調整可能

メモ
およびプロパティが含
まれます。

プロパティ式あたりの
プロパティ変数の数

10

[Yes (はい)]

たとえば、2 つのプ
ロパティ変数があ
ります。powerそし
てtemp、という表
現でavg(power) +
max(temp)。

プロパティ式ごとの関
数の数

10

[Yes (はい)]

たとえば、2 つの関
数があります。avgそ
してmax、という表
現でavg(power) +
max(temp)。

アセットモデルあたり
のプロパティツリーの
深さ

10

はい

たとえば、測定プロパ
ティ A を使用する変換
プロパティ B を使用す
る変換プロパティ C を
持つモデルの深さは、3
です。

階層ツリーあたりのア
セットモデル数

100

はい

アセットモデルあたり
の直接依存プロパティ
数

20

はい

このクォータは、プロ
パティ式の定義に従っ
て、1 つのプロパティ
に直接依存できるプロ
パティの数を制限しま
す。資産モデルの依存
プロパティの数は、資
産モデルごとの直接依
存プロパティの数より
も大きくなければなり
ません。資産モデルあ
たりの直接依存物件の
数の上限が、資産モデ
ルごとの従属物件の数
の上限より大きい場合
は、両方の割当増額を
リクエストする必要が
あります。

アセットモデルあたり
の依存プロパティ数

30

はい

このクォータは、プロ
パティ式の定義に従っ
て、1 つのプロパティに
直接または間接的に依
存できるプロパティの
数を制限します。
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アセットプロパティデータのクォータ
リソース

クォータ

調整可能

メモ

アセットプロパティ
データ API オペレー
ションのリクエスト
レート

リクエストストストス
トストストストストス
トAWSアカウント

はい

このクォータ
は、GetAssetPropertyValue
や
BatchPutAssetPropertyValue
などの API オペレー
ションに適用されま
す。

アセットプロパティ、
データ品質ごとの 1 秒
あたりのデータポイン
ト数

10 データポイント

いいえ

このクォータは最大
数に適用されます
timestamp-quality-value
各アセットプロパティ
のデータ品質ごとに
同じタイムスタンプ
(TQV) を持つデータポ
イント 各アセットプロ
パティについて、任意
の秒に対して、品質適
合、品質不明、および
品質不良のデータポイ
ントをこの数まで保存
できます。

AWS アカウント
1 アセットプロパティあ
で、アセットプロ
たり 10 エントリ
パティごとに、リー
ジョンごとに、1秒
間に取り込まれる
BatchPutAssetPropertyValue
エントリーの数。

いいえ

このクォータは、ゲー
トウェイ、AWS IoT
Core ルール、API
呼び出しなど、すべ
てのソースからの
BatchPutAssetPropertyValue
エントリに適用されま
す。

取り込まれたデータポ
イントの割合

はい

Timestamp-quality-value
(TQV) データポイント

500
GetInterpolatedAssetPropertyValues
リクエストのレート。

はい

現在のリージョンで、
このアカウントで実
行できる1秒あたりの
GetInterpolatedAssetPropertyV
リクエストの最大数で
す。

10
GetInterpolatedAssetPropertyValues
リクエストあたりの結
果数。

はい

ページ割りされた
GetInterpolatedAssetPropertyV
リクエストごとに返す
結果の最大数。

28
GetInterpolatedAssetPropertyValues
の、過去の開始日から
今日までの日数。

はい

開始日から今
日までの最大日
数。このクォータ
は、GetInterpolatedAssetProper
リクエストの開始日
を過去に指定した場
合、startTimeInSeconds

1 秒、1 秒、1 アカウン
トあたり 1000 データポ
イントAWSアカウント
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リソース

クォータ

調整可能

メモ
パラメータに適用され
ます。

リクエストエス
500
トBatchGetAssetPropertyValue

はい

現在のリージョンで、
このアカウントで実
行できる1秒あたりの
BatchGetAssetPropertyValue
リクエストの最大数で
す。

リクエストエス
200
トBatchGetAssetPropertyValueHistory

はい

現在のリージョンで、
このアカウントで実
行できる1秒あたりの
BatchGetAssetPropertyValueHis
リクエストの最大数で
す。

リクエストエス
200
トBatchGetAssetPropertyAggregates

はい

現在のリージョンで、
このアカウントで実
行できる1秒あたりの
BatchGetAssetPropertyAggregat
リクエストの最大数で
す。

リクエストレー
500
トGetAssetPropertyValueリ
クエストス
トBatchGetAssetPropertyValueア
セットプロパティあた
りのエントリのクエリ
エスト

いいえ

合計の最大
数GetAssetPropertyValueリ
クエストス
トBatchGetAssetPropertyValue現
在のリージョンのこの
アカウントにおける各
資産プロパティの1秒あ
たりのエントリ。

リクエストレー
30
トGetAssetPropertyValueHistoryリ
クエストス
トBatchGetAssetPropertyValueHistoryア
セットプロパティあた
りのエントリのクエリ
エスト

いいえ

合計の最大
数GetAssetPropertyValueHistory
クエストス
トBatchGetAssetPropertyValueHi
在のリージョンのこの
アカウントにおける各
資産プロパティの1秒あ
たりのエントリ。

リクエストレー
50
トGetAssetPropertyAggregatesリ
クエストス
トBatchGetAssetPropertyAggregatesア
セットプロパティあた
りのエントリのクエリ
エスト

いいえ

合計の最大
数GetAssetPropertyAggregatesリ
クエストス
トBatchGetAssetPropertyAggrega
在のリージョンのこの
アカウントにおける各
資産プロパティの1秒あ
たりのエントリ。
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AWS IoT SiteWise ゲートウェイのクォータ
リソース

クォータ

調整可能

1 リージョン、1 AWS アカウン
トあたりのゲートウェイの数

100

はい

ゲートウェイあたりの OPC-UA
ソース数

100

いいえ

ゲートウェイごとの Modbus
TCP ソース数。

100

いいえ

ゲートウェイあたりの Ethernet/
IP ソース数。

100

いいえ

AWS IoT SiteWise Monitor のクォータ
リソース

クォータ

調整可能

1 リージョン、1 AWS アカウン
トあたりのポータル数

100

はい

ポータルあたりのプロジェクト
数

100

はい

プロジェクトあたりのダッシュ
ボード数

100

はい

プロジェクトあたりのルートア
セット数

1

いいえ

ダッシュボードあたりの可視化
数

10

はい

ダッシュボードによる可視化あ
たりのメトリクス数

5

はい

ダッシュボードによる視覚化あ
たりのしきい値数

12

いいえ

のクォータAWS IoT SiteWise一括インポートします。
リソース

クォータ

調整可能

実行中の一括インポートジョブ
の数

100

はい

一括インポートジョブファイル
のサイズ

10 GB

はい
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AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの
ドキュメント履歴
以下の表は、今回のリリースの AWS IoT SiteWise に関するドキュメントの説明です。
• API バージョン: 2019-12-02

変更

説明

日付

UpdatedAWS IoT SiteWiseエッ
ジゲートウェイ

エッジからクラウドに送信され
2022 年 1 月 12 日
るデータと、クラウドに送信され
る順序を制御するようにパブリッ
シャーを設定できるようになりま
した。

更新時刻AWS IoT SiteWiseデモ

デモを使用して、 SiteWise ポー
タルのモニタリング

ストレージ管理を更新しました

保存期間を定義することで、Hot 2021 年 11 月 29 日
階層にデータを保存する期間を制
御できるようになりました。

データストリーム管理のサポー
トが追加されました

アセットモデルやアセットを作成 2021 年 11 月 24 日
する前に、AWS IoT SiteWise へ
データを取り込むことができるよ
うになりました。

アセットモデル階層を更新しま
した

子アセットモデルを複数の親ア
2021 年 10 月 28 日
セットモデルに関連付けることが
できるようになりました。

リージョンへの参入

起動中AWS IoT SiteWiseにAWS
GovCloud (米国西部)

2021 年 9 月 29 日

関数を更新しました

次の機能が追加されました。

2021 年 8 月 10 日

2022 年 1 月 10 日

• メトリクスでは、[aggregation
functions] (集計関数)
や[temporal functions] (一時関
数) でネスト表現を使用するこ
とができます。
• 変換では、[pretrigger ()
function] (pretrigger () function
関数) を使用して、現在の変換
コンピューティングのトリガー
となったプロパティ更新前の
変数値を取得することができま
す。
カスタムメトリクスの時間間隔

メトリクスの時間間隔とオフセッ 2021 年 8 月 3 日
トのカスタムに対応しました。

エッジ AWS IoT SiteWise で使用
する

エッジ処理機能の一般提供を開始 2021 年 7 月 29 日
しました。
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Amazon S3 へのデータエクス
ポート

AWS IoT SiteWise を Amazon S3 2021 年 7 月 27 日
にエクスポートできるようになり
ました。

VPC エンドポイント (AWS
PrivateLink)

コントロールプレーン API 操作
2021 年 7 月 15 日
のためのインターフェース VPC
エンドポイントの一般提供を開始
しました。

変換

変換で、複数のアセットプロパ
2021 年 7 月 8 日
ティ変数を入力できるようになり
ました。

timestamp () 関数を更新しました

変換では、timestamp() 関数の 2021年6月16日
引数として変数を与えることがで
きるようになりました。

アラームの一般提供

アラーム機能は一般公開されてい 2021 年 5 月 27 日
ます。

Modbus-TCP プロトコル・アダ
プター バージョン 2 をリリース

[Modbus-TCP Protocol Adapter
2021 年 5 月 24 日
connector] (Modbus-TCP プ
ロトコルアダプターコネク
ター) のバージョン 2 が利用
可能です。このリリースで
は、ASCII、UTF8、および
ISO8859 エンコードされたソー
ス文字列のサポートのサポートが
追加されました。

サービスクォータの更新

に以下のクォータを追加しまし
2021 年 4 月 29 日
た。GetInterpolatedAssetPropertyValuesAPI:
のレー
トGetInterpolatedAssetPropertyValuesリ
クエスト数、あたりの結果の
数GetInterpolatedAssetPropertyValuesリ
クエストと、過去の開
始日から今日までの日
数GetInterpolatedAssetPropertyValues。

数式を更新しました

次の演算子、関数を追加しまし
た。
• 次の [operators] (演算
子) を追加しました:
<、>、<=、>=、==、!
=、!、and、or、および
not。
• 次の [comparison function]
(比較機能) を追加しました:
neq(x, y)。
• 次の [string functions] (文
字列関数) を追加しました:
join()、format()、および
f''。
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VPC エンドポイント (AWS
PrivateLink)

インターフェース VPC エンドポ 2021 年 3 月 16 日
イントを作成することにより、仮
想プライベートクラウド (VPC)
と AWS IoT SiteWise コントロー
ルプレーン API の間にプライ
ベート接続を確立する方法につい
ての情報を追加しました。

IAM フェデレーション

あなたの SiteWise Monitor Portal 2021 年 3 月 16 日
管理者とユーザーは、IAM 認証
情報を使って割り当てられたポー
タルにログインできるようになり
ました。

リージョンへの参入

AWS IoT SiteWise が中国 (北京)
立ち上がる。

IoT SiteWise コネクタのバージョ IoT のバージョン 10 をリリー
ン 10 をリリースしました
スしました SiteWise コネクタ
が利用可能です。本リリース
では、送信元接続が失われ、
再確立された場合の処理を改善
するよう StreamManager を
設定しました。本バージョンで
は、SourceTimestamp がない
場合に ServerTimestamp で
OPC-UA 値を受け付けることも
可能です。

2021 年 2 月 3 日
2021 年 1 月 22 日

日付および時刻関数

AWS IoT SiteWise が日付と時刻 2021 年 1 月 21 日
の機能に対応できるようになりま
した。

関数構文

AWS IoT SiteWise 関数に統一関 2021 年 1 月 11 日
数呼び出し構文 (UFCS、Uniform
Function Call Syntax) を使用する
ことができるようになりました。

Grafana との統合

Grafana ダッシュボードで AWS 2020 年 12 月 15 日
IoT SiteWise データを視覚化する
方法について情報を追加しまし
た。
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AWS IoT SiteWise機能リリース

アラームによるデータのモニタリ 2020 年 12 月 15 日
ング、エッジでの産業用データの
処理、ゲートウェイへの Modbus
TCP や Ethernet/IP ソースの使
用、デッドバンドによる受信デー
タのフィルタリングなど、さまざ
まな機能を利用できるようになり
ました。
• AWS IoT SiteWise でのアラー
ムの定義、設定、対応に使用
できる [Monitoring data with
alarms] (p. 250) (アラーム付き
モニタリングデータ) セクショ
ンを追加しました。
• エッジデバイスで産業用
データの処理を設定する
ために使用できる、[Edge
processing] (p. 150) (エッジ処
理) セクションを追加しまし
た。
• ゲートウェイのソースドキュ
メントに、[Modbus TCPと
Ethernet/IP] (p. 120) (Modbus
TCP とイーサネット/IP) のセ
クションを追加しました。
• 受信した産業用データの
[source destination] (p. 148) (送
信先) をカスタマイズするため
に使用できる送信先セクション
を追加しました。
• 産業用ローカルサーバーから
ゲートウェイに送信される
データの頻度や種類を制御す
るために使用できる [OPC-UA
filtering] (p. 138) (OPC-UA フィ
ルタリング) セクションを追加
しました。

AWS IoT SiteWise カスタマーマ
ネージド CMK に対応できるよう
になりました。

AWS IoT SiteWise がカスタマー 2020 年 11 月 24 日
マネージド CMK を用いた暗号化
に対応できるようになりました。

IoT SiteWise コネクタのバージョ IoT のバージョン 8 をリリースし 2020 年 11 月 19 日
ン 8 をリリースしました
ました SiteWise コネクタが利用
可能です。このリリースでは、コ
ネクターのネットワーク接続が断
続的に発生する場合の安定性を改
善しました。
数式で文字列と条件式を使用す
る

変換とメトリクスの数式式に文字 2020 年 11 月 16 日
列と条件関数を使用する方法に関
する情報を追加しました。
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ストリーミングマネージャーを
使用 AWS IoT Greengrassした
データの取り込み

AWS IoT Greengrass エッジデバ 2020 年 9 月 16 日
イスを使用して、ローカルデータ
ソースから大量の IoT データを取
り込む方法についての情報を追加
しました。

VPC エンドポイント (AWS
PrivateLink)

VPC エンドポイントを作成
2020 年 9 月 4 日
し、仮想プライベートクラウド
(VPC、virtual private cloud) と
AWS IoT SiteWise データ API の
間にプライベート接続を確立す
る方法について情報を追加しまし
た。

IoT SiteWise コネクタのバージョ IoT のバージョン 7 をリリースし 2020 年 8 月 14 日
ン 7 をリリースしました
ました SiteWise コネクタが利用
可能です。このリリースでは、
ゲートウェイメトリックスに関す
る問題が修正されています。
から IAM アイデンティティセ
ンターユーザーを作成AWS IoT
SiteWiseコンソール

IAM Identity Center ユーザーを作 2020 年 8 月 4 日
成する方法についての情報を追
加しました。AWS IoT SiteWise
コンソーール 新規または既存の
ポータルにユーザーを割り当て
る際に、IAM Identity Center ユー
ザーを作成することができるよう
になりました。[Visualizing and
sharing wind farm data] (風力発
電施設データの視覚化と共有) の
チュートリアルを更新しました。
この変更により、チュートリアル
のステップ数が減少しました。

ゲートウェイのトラブルシュー
ティングの改善

ゲートウェイのトラブルシュー
2020 年 6 月 18 日
ティング方法と、ソースの OPCUA クライアント証明書をエクス
ポートする方法に関する追加情報
を追加しました。

コンソールタスクドキュメン
ト (p. 432)

産業用アセットのモデリング、ア 2020 年 6 月 11 日
セットプロパティデータのクエ
リ、その他のサービスの操作に関
するコンソールタスクのドキュメ
ントが追加されました。次の手順
に従って、AWS IoT SiteWise コ
ンソールでタスクを完了できま
す。

エクスポートされたデータの分
析チュートリアル

Amazon Athena を使用
2020 年 5 月 27 日
して [export feature AWS
CloudFormation template] (エク
スポート機能テンプレート) で
S3 にエクスポートしたアセット
データを分析する方法を学ぶた
めのチュートリアルを追加しまし
た。
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数式を改良しました。

AWS IoT SiteWise 数式プロパ
2020 年 5 月 18 日
ティの動作に関する詳細情報を追
加し、フィルタされたデータポイ
ントをカウントする方法の例を追
加しました。

IoT SiteWise コネクタのバージョ IoT のバージョン 6 をリリースし 2020 年 4 月 29 日
ン 6 をリリースしました
ました SiteWise コネクタが利用
可能です。このリリースでは、
以下のサポートが追加されまし
た CloudWatch メトリクスのほ
か、新しい OPC-UA タグの自動
検出する。これにより、OPCUA ソースのタグが変更された
ときに、ゲートウェイを再起動
する必要がなくなります。この
バージョンのコネクタには、スト
リームマネージャーと AWS IoT
Greengrass Core ソフトウェア
v1.10.0 以降が必要です。

437

AWS IoT SiteWise ユーザーガイド

AWS IoT SiteWise機能リリース

AWS IoT SiteWise 機能のリリー 2020 年 4 月 29 日
ス。API を使用したゲートウェイ
の管理、ポータルへのロゴの追
加、ゲートウェイメトリクスの
表示などができるようになりまし
た。
• [Exporting data to Amazon
S3] (p. 328) (Amazon S3 への
データのエクスポート) セク
ションに、新しいデータ値を
S3 バケットにエクスポート
するために使用できる AWS
CloudFormation テンプレート
が追加されました。
• ゲートウェイのソースドキュ
メントを改善し、新しいゲー
トウェイ API を含む「データ
ソースの設定 (p. 120)」セク
ションを追加しました。
• 追加ゲートウェイメトリク
ス (p. 409)について説明するセ
クション CloudWatch ゲート
ウェイが公開するメトリック
ス。
• [Configuring a gateway
on Amazon EC2] (p. 119)
(Amazon EC2 のゲート
ウェイの設定) セクション
に、Amazon EC2 インスタン
スでゲートウェイ依存関係を
すばやく設定するのに使用でき
る AWS CloudFormation テン
プレートを追加しました。
• 追加ポータルのポータルサービ
スロール (p. 381)の新しい権限
機能について説明しているセク
ション SiteWise ポータルを監
視します。
• ポータルサービスロールとポー
タルロゴについて「ポータルド
キュメント (p. 294)」を更新し
ました。
• 「AWS IoT SiteWise リソース
のタグ付け (p. 413)」セクショ
ンを追加しました。
• 新しいダッシュボード定義構造
について「ダッシュボードの作
成 (CLI) (p. 312)」セクション
を更新しました。
• 「セキュリティ (p. 356)」セク
ションを追加しました。
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からのデータを取り込むAWS
IoT Events

イベントが発生したときに AWS 2020 年 4 月 20 日
IoT Events からデータを取り込
む方法についての情報を追加しま
した。

風力発電施設データの視覚化と
共有 SiteWise チュートリアル
チュートリアル

AWS IoT SiteWise Monitor を使
2020 年 3 月 12 日
用してアセットデータを視覚化
および共有する方法を学習でき
るチュートリアルが追加されまし
た。

AWS IoT SiteWiseコンセプト

サービスとその一般的な用語
の学習に使用できる AWS IoT
SiteWise 概念の用語集が追加さ
れました。

[Removed AWS IoT Greengrass
installation instructions] (p. 432)
(のインストール手順の削除)。

AWS IoT SiteWise ユーザーガ
2020 年 2 月 14 日
イドから AWS IoT Greengrass
Core ソフトウェアのインストー
ル手順を削除氏ました。[AWS
IoT Greengrass Developer
Guide] (デベロッパーガイド)
に、Amazon EC2や Docker など
の他のプラットフォームで AWS
IoT Greengrass を設定するため
のデバイス設定スクリプトおよび
ステップが記載されています。

ルールを使用 AWS IoT Coreした
データの取り込みの改善

AWS IoT Core を介して MQTT
メッセージからデータを取り込
むために使用できる、AWS IoT
SiteWise ルールアクションの
[how to use] (使用方法) と [how
to troubleshoot] (トラブルシュー
ティングの方法) について、詳細
情報を追加しました。

2020 年 3 月 5 日

2020 年 2 月 14 日

IoT SiteWise コネクタのバージョ IoT のバージョン 5 をリリース
ン 5 をリリースしました
しました SiteWise コネクタが
利用可能です。このリリースで
は、AWS IoT Greengrass Core
ソフトウェア v1.9.4 との互換性
の問題を修正します。

2020 年 2 月 12 日

IoT SiteWise コネクタのバージョ IoT のバージョン 4 をリリース
ン 4 をリリースしました
しました SiteWise コネクタが
利用可能です。このリリースで
は、OPC-UA サーバーの再接続
に関する問題を修正します。

2020 年 2 月 7 日
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産業資産の再構築モデリング

「アセットとモデルの更新」セク 2020 年 2 月 4 日
ションを、産業用アセットのモデ
リング内の複数のトピックに再編
成しました。
• アセットおよびモデルの状
態 (p. 161)
• アセットプロパティへの産業
データストリームのマッピン
グ (p. 224)
• 属性値の更新 (p. 227)
• アセットの関連付けと関連付け
解除 (p. 229)
• アセットとモデルの更
新 (p. 232)
• アセットとモデルの削
除 (p. 236)

[Ingesting data from AWS IoT
things tutorial] (モノからのデータ
の取り込みのチュートリアル)。

新規または既存の AWS IoT のモ 2020 年 2 月 4 日
ノのフリートからデータを取り込
みするための AWS IoT SiteWise
ルールアクションを設定する方法
を学習するためのチュートリアル
が追加されました。

からのデータ取得を再構築AWS
IoT SiteWise (p. 432)

「データの取得中」セクションを 2020 年 1 月 21 日
次の 2 つの最上位セクションを
再構成しました。資産資産の値と
集計の照会そしてその他の操作方
法AWSサービス。

プロパティ値の更新を Amazon
DynamoDB チュートリアルにパ
ブリッシュする

プロパティ値通知を使用してア
セットデータを DynamoDB に
格納する方法を学習するための
チュートリアルが追加されまし
た。

数式の使用方法

変換プロパティとメトリクスプロ 2020 年 1 月 7 日
パティで使用できる定数と関数を
整理するための数式参照を追加し
ました。「アセットプロパティ」
をプロパティタイプごとの個別の
トピックに再編成しました。

OPC-UA ノードフィルタの使用
方法

OPC-UA ノードフィルターを使
2020 年 1 月 3 日
用して、ゲートウェイソースを
追加する際のゲートウェイのパ
フォーマンスを向上させる方法に
ついての情報を追加しました。

コネクタのアップグレード

新しいコネクタバージョンがリ
2019 年 12 月 30 日
リースされたときにゲートウェイ
をアップグレードする方法につい
ての情報を追加しました。
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IoT SiteWise コネクタのバージョ IoT のバージョン 3 をリリース
ン 3 をリリースしました
しました SiteWise コネクタが
利用可能です。このリリースで
は、iot: * アクセス許可の要件が
削除されました。

2019 年 12 月 17 日

IoT SiteWise コネクタのバージョ IoT のバージョン 2 をリリースし
ン 2 をリリースしました
ました SiteWise コネクタが利用
可能です。このリリースでは、
複数の OPC-UA シークレットリ
ソースのサポートを追加しまし
た。

2019 年 12 月 10 日

ダッシュボードの作成 (AWS
CLI)

AWS CLI を使用して AWS IoT
2019 年 12 月 6 日
SiteWise Monitor でダッシュボー
ドを作成する方法についての情報
を追加しました。

AWS IoT SiteWiseバージョン 2
をリリースしました

AWS IoT SiteWise のバージョン 2019 年 12 月 2 日
2 のプレビューをリリースしまし
た。OPC-UA、MQTT、HTTP 経
由でデータを取り込み、アセット
階層でデータをモデリングし、次
でデータを視覚化できるようにな
りました。 SiteWise モニタリン
グ
• アセット、アセットモデル、
およびアセット階層の変更に
ついて、「アセットモデリン
グ (p. 160)」セクションを書き
直しました。
• 「データ取り込み (p. 73)」セ
クションが更新され、AWS IoT
Greengrass コネクタの手順と
非ゲートウェイのデータ取り込
みセクションが含まれるように
なりました。
• 追加AWS IoT SiteWise
Monitor (p. 289)セクションと
a別途アプリケーションガイ
ドの使用方法を示しています
SiteWise ウェブアプリケー
ションをモニタリング
• 「アセットプロパティ値と集
計をクエリする (p. 317)」セク
ションと「その他の AWS の
サービスの操作 (p. 323)」セク
ションを追加しました。
• 更新されたデモ体験に合わせ
て、「開始方法 (p. 10)」セク
ションを書き直しました。

AWS IoT SiteWiseバージョン 1
をリリースしました

AWS IoT SiteWise のバージョン
1 の初回プレビューをリリースし
ました。
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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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